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厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録厚 生 委 員 会 記 録平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金）））） １３１３１３１３：：：：０２０２０２０２～～～～１６１６１６１６：：：：３７３７３７３７開催日時開催日時開催日時開催日時 第第第第１１１１委員会室委員会室委員会室委員会室開催場所開催場所開催場所開催場所 ９９９９名名名名出席委員出席委員出席委員出席委員 森山 賀文 委員長森山 賀文 委員長森山 賀文 委員長森山 賀文 委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員なしなしなしなし欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長杉田 健康福祉部長出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 速見速見速見速見 こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長武末 医療政策部長武末 医療政策部長武末 医療政策部長武末 医療政策部長宮谷宮谷宮谷宮谷 くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長 ほかほかほかほか、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員７７７７名名名名傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者議 事議 事議 事議 事（（（（１１１１））））議案議案議案議案のののの審査審査審査審査についてについてについてについて１１１１１１１１月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案についてについてについてについて議第議第議第議第６８６８６８６８号 平成号 平成号 平成号 平成２２２２２２２２年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））（（（（厚生委員会所管分厚生委員会所管分厚生委員会所管分厚生委員会所管分））））議第議第議第議第７８７８７８７８号 奈良県総合号 奈良県総合号 奈良県総合号 奈良県総合リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンター、、、、県営福祉県営福祉県営福祉県営福祉パークパークパークパーク及及及及びびびび福祉住宅体験館福祉住宅体験館福祉住宅体験館福祉住宅体験館のののの指定管理者指定指定管理者指定指定管理者指定指定管理者指定についてについてについてについて議第議第議第議第７９７９７９７９号 奈良県心身障害者福祉号 奈良県心身障害者福祉号 奈良県心身障害者福祉号 奈良県心身障害者福祉センターセンターセンターセンター（（（（歯科衛生診療所歯科衛生診療所歯科衛生診療所歯科衛生診療所））））のののの指定管理指定管理指定管理指定管理者者者者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて議第議第議第議第８１８１８１８１号 平成号 平成号 平成号 平成２２２２２２２２年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算年度奈良県一般会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））（（（（厚生委員会所管分厚生委員会所管分厚生委員会所管分厚生委員会所管分））））
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報第報第報第報第２８２８２８２８号 地方自治法第号 地方自治法第号 地方自治法第号 地方自治法第１８０１８０１８０１８０条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる専決処分専決処分専決処分専決処分のののの報告報告報告報告についてについてについてについて・・・・奈良県看護師等修学資金貸与条例奈良県看護師等修学資金貸与条例奈良県看護師等修学資金貸与条例奈良県看護師等修学資金貸与条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例（（（（２２２２））））請願請願請願請願のののの審査審査審査審査請願第請願第請願第請願第８８８８号 奈良県立奈良病院号 奈良県立奈良病院号 奈良県立奈良病院号 奈良県立奈良病院のののの現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えをえをえをえを求求求求めるめるめるめる請願書請願書請願書請願書請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号 「「「「野外野外野外野外でのでのでのでの学校教育活動学校教育活動学校教育活動学校教育活動のののの保障保障保障保障」」」」にににに関関関関するするするする請願書請願書請願書請願書（（（（３３３３））））そのそのそのその他他他他会議会議会議会議のののの経過経過経過経過 ただいまからただいまからただいまからただいまから、、、、厚生委員会厚生委員会厚生委員会厚生委員会をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長本日本日本日本日はははは、、、、安井委員安井委員安井委員安井委員はおくれるとのはおくれるとのはおくれるとのはおくれるとの連絡連絡連絡連絡をををを受受受受けていますのでけていますのでけていますのでけていますので、、、、ごごごご了解願了解願了解願了解願いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、理事者理事者理事者理事者においてにおいてにおいてにおいて、、、、山菅消費山菅消費山菅消費山菅消費・・・・生活安全課長生活安全課長生活安全課長生活安全課長がががが欠席欠席欠席欠席のためのためのためのため、、、、姫野課長補佐姫野課長補佐姫野課長補佐姫野課長補佐がががが代理出代理出代理出代理出席席席席されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、ごごごご了解願了解願了解願了解願いますいますいますいます。。。。本日本日本日本日、、、、当委員会当委員会当委員会当委員会にににに対対対対してしてしてして１１１１名名名名のののの方方方方からからからから傍聴傍聴傍聴傍聴のののの申申申申しししし出出出出がありますががありますががありますががありますが、、、、これをこれをこれをこれを認認認認めることとめることとめることとめることとしてよろしいでししてよろしいでししてよろしいでししてよろしいでしょうょうょうょうかかかか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「はいはいはいはい。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその後後後後のののの申申申申しししし出出出出についてもについてもについてもについても、、、、ささささききききのののの方方方方をををを含含含含めめめめ、、、、２０２０２０２０名名名名をををを限限限限度度度度にににに許可許可許可許可することにしすることにしすることにしすることにしたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょうょうょうょうかかかか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、認認認認めることにいたしますめることにいたしますめることにいたしますめることにいたします。。。。ではではではでは、、、、案案案案件件件件にににに入入入入りますりますりますります。。。。ままままずずずず、、、、付託付託付託付託議案議案議案議案のののの審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。当委員会当委員会当委員会当委員会にににに付託付託付託付託されましたされましたされましたされました議案議案議案議案はははは、、、、委員会委員会委員会委員会次次次次第第第第にににに記載記載記載記載のとおりでありますのとおりでありますのとおりでありますのとおりであります。。。。なおなおなおなお、、、、審査審査審査審査にににに先先先先立立立立ちちちち申申申申しししし上上上上げげげげておておておておききききますがますがますがますが、、、、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告はははは、、、、正副委員長会議正副委員長会議正副委員長会議正副委員長会議のののの申申申申しししし合合合合わわわわせせせせによりによりによりにより、、、、付託付託付託付託をををを受受受受けましたけましたけましたけました議案議案議案議案のののの審査審査審査審査結果結果結果結果についてのについてのについてのについてのみみみみのののの報告報告報告報告となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、あらかあらかあらかあらかじじじじめごめごめごめご了了了了承承承承願願願願いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、付託付託付託付託議案議案議案議案についてについてについてについて健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長、、、、こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長、、、、医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長、、、、くらしくらしくらしくらし創創創創造部長兼景観造部長兼景観造部長兼景観造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長のののの順順順順にににに説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、１１１１１１１１月県議会月県議会月県議会月県議会、、、、厚生委員会厚生委員会厚生委員会厚生委員会にににに付託付託付託付託されたされたされたされた健康福祉部関連健康福祉部関連健康福祉部関連健康福祉部関連○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長のののの議案議案議案議案をごをごをごをご説明説明説明説明しますがしますがしますがしますが、、、、健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部ではではではでは、、、、補正予算補正予算補正予算補正予算のののの議案議案議案議案、、、、そしてそしてそしてそして奈良県総合奈良県総合奈良県総合奈良県総合リハビリリハビリリハビリリハビリテーションセンターテーションセンターテーションセンターテーションセンター等等等等のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの議案議案議案議案、、、、奈良県心身障害者福祉奈良県心身障害者福祉奈良県心身障害者福祉奈良県心身障害者福祉センターセンターセンターセンターのののの議案議案議案議案、、、、そしそしそしそし
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てててて一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算のののの追追追追加分加分加分加分でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ままままずずずず 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計年度一般会計年度一般会計年度一般会計特別特別特別特別会計補正予算会計補正予算会計補正予算会計補正予算にににに関関関関するするするする説明説明説明説明書書書書」」」」のののの１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、第第第第４４４４、、、、款款款款健康福祉費健康福祉費健康福祉費健康福祉費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ままままずずずず、、、、第第第第１１１１項地項地項地項地域域域域福祉費福祉費福祉費福祉費ののののうちうちうちうち地地地地域域域域福祉総福祉総福祉総福祉総務務務務費費費費１１１１，，，，４４４４７０７０７０７０万万万万円余円余円余円余のののの減額減額減額減額補正補正補正補正をををを行行行行ううううものですがものですがものですがものですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、先先先先日日日日行行行行わわわわれましたれましたれましたれました平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年のののの人人人人事委員会事委員会事委員会事委員会勧勧勧勧告告告告にににに基基基基づきづきづきづきましてましてましてまして、、、、期期期期末末末末勤勉手勤勉手勤勉手勤勉手当当当当のののの引引引引きききき下下下下げげげげ等等等等にににに伴伴伴伴ううううものでごものでごものでごものでござざざざいますいますいますいます。。。。同様同様同様同様にににに、、、、第第第第２２２２項障害福祉費項障害福祉費項障害福祉費項障害福祉費、、、、登登登登美学美学美学美学園園園園費費費費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。登登登登美学美学美学美学園園園園職員職員職員職員のののの給給給給与与与与についてについてについてについて、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました人人人人事委員会事委員会事委員会事委員会勧勧勧勧告告告告にににに基基基基づづづづくくくく減額減額減額減額補正補正補正補正でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、、、、第第第第３３３３項長項長項長項長寿社寿社寿社寿社会対策費会対策費会対策費会対策費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。介介介介護護護護基盤緊急整備基盤緊急整備基盤緊急整備基盤緊急整備等等等等支支支支援基援基援基援基金金金金積積積積立金立金立金立金としてとしてとしてとして１１１１億億億億７７７７，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余のののの増額増額増額増額補正補正補正補正をををを行行行行ううううものでごものでごものでごものでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、国国国国のののの三段構三段構三段構三段構えのえのえのえの経済経済経済経済対策対策対策対策ののののうちうちうちうち、、、、第一第一第一第一弾弾弾弾、、、、予予予予備備備備費費費費をををを使使使使っっっってててて行行行行わわわわれるものでれるものでれるものでれるもので、、、、このこのこのこの基基基基金金金金をををを積積積積みみみみ増増増増ししましてししましてししましてししまして、、、、地地地地域密着型域密着型域密着型域密着型高高高高齢齢齢齢者者者者施設施設施設施設ののののスプスプスプスプリンクリンクリンクリンクララララーーーー整備整備整備整備をををを支援支援支援支援するためにするためにするためにするために積積積積みみみみ増増増増すすすすものでごものでごものでごものでござざざざいますいますいますいます。。。。歳歳歳歳出出出出化化化化につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、順次要望順次要望順次要望順次要望等等等等をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた上上上上でまたおでまたおでまたおでまたお諮諮諮諮りするこりするこりするこりすることになるととになるととになるととになると思思思思いますいますいますいます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、３８３８３８３８ペペペペーーーージジジジ、、、、債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは後後後後ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげますがますがますがますが、、、、総合総合総合総合リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンター県営福祉県営福祉県営福祉県営福祉パークパークパークパーク及及及及びびびび福祉住宅体験館指定管理事福祉住宅体験館指定管理事福祉住宅体験館指定管理事福祉住宅体験館指定管理事業業業業のののの債務債務債務債務負担行為額負担行為額負担行為額負担行為額でででで、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度までまでまでまで１６１６１６１６億億億億９９９９，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余のののの指定管理指定管理指定管理指定管理料料料料のののの支払支払支払支払いをいをいをいを債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為としておとしておとしておとしてお願願願願いするものでごいするものでごいするものでごいするものでござざざざいますいますいますいます。。。。同様同様同様同様にににに、、、、心身障害者福祉心身障害者福祉心身障害者福祉心身障害者福祉セセセセンターンターンターンターののののうちうちうちうち、、、、歯科衛生診療所部分歯科衛生診療所部分歯科衛生診療所部分歯科衛生診療所部分にににに係係係係るるるる指定管理事指定管理事指定管理事指定管理事業業業業でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。同様同様同様同様にににに、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度までまでまでまで９９９９，，，，６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余のののの指定管理指定管理指定管理指定管理料料料料のののの支払支払支払支払いについていについていについていについて債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為をおをおをおをお願願願願いするものでごいするものでごいするものでごいするものでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計年度一般会計年度一般会計年度一般会計特別特別特別特別会計補正予算案会計補正予算案会計補正予算案会計補正予算案そのそのそのその他他他他」」」」のののの１２０１２０１２０１２０ペペペペーーーージジジジ、、、、議議議議、、、、第第第第７８７８７８７８号号号号、、、、奈良県総合奈良県総合奈良県総合奈良県総合リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンター等等等等のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、ごごごご承知承知承知承知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、総合総合総合総合リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターのところにはのところにはのところにはのところには県県県県営福祉営福祉営福祉営福祉パークパークパークパーク、、、、福祉住宅体験館等福祉住宅体験館等福祉住宅体験館等福祉住宅体験館等のののの施設施設施設施設をををを設置設置設置設置しましてしましてしましてしましてやっやっやっやっているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいますけいますけいますけいますけれどもれどもれどもれども、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてましてましてまして、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理のののの方法方法方法方法によりによりによりにより引引引引きききき続続続続きききき管理管理管理管理することとしましてすることとしましてすることとしましてすることとしまして、、、、指指指指定定定定のののの相手相手相手相手方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、社社社社会福祉法会福祉法会福祉法会福祉法人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県社社社社会福祉事会福祉事会福祉事会福祉事業団業団業団業団にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度かかかからららら平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年３３３３月月月月までまでまでまで５５５５カカカカ年度年度年度年度ににににわわわわたりたりたりたり指定管理指定管理指定管理指定管理をををを行行行行おおおおううううとするものでごとするものでごとするものでごとするものでござざざざいますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの選選選選定定定定につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県にににに設置設置設置設置しますしますしますします外部外部外部外部のののの有識有識有識有識者者者者からからからから成成成成るるるる指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの選選選選定審定審定審定審査会査会査会査会によりましてによりましてによりましてによりまして総合総合総合総合的的的的なななな検討検討検討検討をををを行行行行っっっったたたた上上上上でででで、、、、当当当当該該該該法法法法人人人人にににに対対対対するするするする指定管理指定管理指定管理指定管理がががが適適適適当当当当であるとであるとであるとであるといいいいううううことのことのことのことの判断判断判断判断をををを得得得得たたたた上上上上でででで行行行行っっっっておりますておりますておりますております。。。。
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続続続続ききききましてましてましてまして、、、、同様同様同様同様にににに、、、、１２１１２１１２１１２１ペペペペーーーージジジジ、、、、議第議第議第議第７９７９７９７９号号号号、、、、奈良県心身障害者福祉奈良県心身障害者福祉奈良県心身障害者福祉奈良県心身障害者福祉センターセンターセンターセンター（（（（歯歯歯歯科衛生診療所科衛生診療所科衛生診療所科衛生診療所））））のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてもましてもましてもましても、、、、引引引引きききき続続続続きききき指定管指定管指定管指定管理理理理のののの方法方法方法方法によりによりによりにより管理管理管理管理をををを行行行行ううううこととしましてこととしましてこととしましてこととしまして、、、、指定指定指定指定のののの相手相手相手相手方方方方としましてはとしましてはとしましてはとしましては社団社団社団社団法法法法人人人人奈良県歯奈良県歯奈良県歯奈良県歯科医師会科医師会科医師会科医師会にににに平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からからからから５５５５カカカカ年度年度年度年度間間間間ににににわわわわたりたりたりたり、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理のののの方法方法方法方法によりによりによりにより管理管理管理管理をおをおをおをお願願願願いすいすいすいするものでごるものでごるものでごるものでござざざざいますいますいますいます。。。。これにつこれにつこれにつこれにつききききましてもましてもましてもましても同様同様同様同様にににに、、、、外部外部外部外部のののの有識有識有識有識者者者者からからからから成成成成るるるる委員会委員会委員会委員会におにおにおにおききききまままましてしてしてして、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理のののの適否適否適否適否につにつにつにつききききましてましてましてまして判断判断判断判断いただいたいただいたいただいたいただいた上上上上ででででやっやっやっやっているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算にににに関関関関するするするする説明説明説明説明書書書書（（（（追追追追加提案分加提案分加提案分加提案分 」」」」のののの８８８８ペペペペーーーー、 ）、 ）、 ）、 ）ジジジジ、、、、健康福祉部関連健康福祉部関連健康福祉部関連健康福祉部関連でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。第第第第４４４４款款款款健康福祉費健康福祉費健康福祉費健康福祉費、、、、第第第第２２２２項障害福祉費項障害福祉費項障害福祉費項障害福祉費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ままままずずずず、、、、障害福祉対策費障害福祉対策費障害福祉対策費障害福祉対策費としましてとしましてとしましてとしまして１１０１１０１１０１１０万円万円万円万円のののの補正補正補正補正をををを行行行行ううううものでごものでごものでごものでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、国国国国のののの三段構三段構三段構三段構えのえのえのえの経済経済経済経済対策対策対策対策ののののうちうちうちうち、、、、第第第第２２２２弾弾弾弾、、、、地地地地域域域域活活活活性化交付性化交付性化交付性化交付金金金金をををを活活活活用用用用いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、視覚視覚視覚視覚障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉センターセンターセンターセンターににににササササービービービービススススのののの質質質質をををを向上向上向上向上ささささせせせせるためのるためのるためのるための点字点字点字点字ププププリンターリンターリンターリンターをををを導入導入導入導入しよしよしよしよううううとするものでごとするものでごとするものでごとするものでござざざざいますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、総合総合総合総合リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンター費費費費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これもこれもこれもこれも同様同様同様同様にににに、、、、地地地地域域域域活活活活性化交性化交性化交性化交付付付付金金金金をををを活活活活用用用用いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、総合総合総合総合リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターののののササササービービービービススススのののの質質質質のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるるためのためのためのためのハーハーハーハードドドド整備整備整備整備をををを行行行行おおおおううううとするものでごとするものでごとするものでごとするものでござざざざいますいますいますいます。。。。内容内容内容内容としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場からからからから玄玄玄玄関関関関までのまでのまでのまでの歩道歩道歩道歩道にににに屋根屋根屋根屋根をををを整備整備整備整備するするするする。。。。さらにさらにさらにさらに玄玄玄玄関関関関ホホホホーーーールルルルののののアメニアメニアメニアメニテテテティィィィーーーーのののの向上向上向上向上でででで、、、、照明照明照明照明改修改修改修改修、、、、待待待待合合合合のいすをのいすをのいすをのいすを更新更新更新更新するするするする。。。。そのほかそのほかそのほかそのほか、、、、入入入入院院院院されているされているされているされている方方方方のののの処処処処遇遇遇遇をををを改改改改善善善善するためするためするためするため、、、、ナナナナーーーースコスコスコスコーーーールルルル設備設備設備設備やややや厨房機器厨房機器厨房機器厨房機器のののの更新更新更新更新をををを行行行行おおおおううううとするものでごとするものでごとするものでごとするものでござざざざいますいますいますいます。。。。以上以上以上以上がががが追追追追加提案分加提案分加提案分加提案分のののの補正予算案補正予算案補正予算案補正予算案でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。なおなおなおなお 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算、、、、案案案案（（（（追追追追加提案分加提案分加提案分加提案分 」」」」のののの６６６６ペペペペーーーージジジジ、、、、県立障害福祉県立障害福祉県立障害福祉県立障害福祉施設整備施設整備施設整備施設整備事事事事業業業業におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上））））げげげげましたましたましたましたうちうちうちうち、、、、リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターのののの整備整備整備整備費費費費のののの工工工工事請事請事請事請負負負負費費費費にににに係係係係るるるる６６６６，，，，４４４４３０３０３０３０万円万円万円万円につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、所所所所要要要要のののの工期工期工期工期をををを確確確確保保保保するためするためするためするため繰越明許繰越明許繰越明許繰越明許をおをおをおをお願願願願いしよいしよいしよいしよううううとするものでごとするものでごとするものでごとするものでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。１１１１１１１１月県議会提出議案月県議会提出議案月県議会提出議案月県議会提出議案ののののうちうちうちうち、、、、こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局にかかりますにかかりますにかかりますにかかります議案議案議案議案にににに○○○○速見速見速見速見こどもこどもこどもこども家庭局長家庭局長家庭局長家庭局長ついてごついてごついてごついてご説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局のののの議案議案議案議案はははは、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計のののの補正予算補正予算補正予算補正予算ののののみみみみでごでごでごでござざざざいますいますいますいます 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会年度一般会年度一般会年度一般会。。。。計補正予算計補正予算計補正予算計補正予算にににに関関関関するするするする説明説明説明説明書書書書」」」」のののの１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、、、、第第第第４４４４款款款款健康福祉費健康福祉費健康福祉費健康福祉費のののの第第第第４４４４項項項項こどもこどもこどもこども家庭費家庭費家庭費家庭費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。目目目目のこどものこどものこどものこども家庭総家庭総家庭総家庭総務務務務費費費費でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、補正補正補正補正額額額額がががが３３２３３２３３２３３２万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円のののの減額減額減額減額でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先般般般般のののの人人人人事委員会事委員会事委員会事委員会のののの勧勧勧勧告告告告にににに基基基基づきづきづきづきましてましてましてまして、、、、期期期期末末末末手手手手当当当当、、、、勤勉手勤勉手勤勉手勤勉手当当当当のののの支給割支給割支給割支給割合合合合をををを引引引引きききき下下下下げげげげたことによりたことによりたことによりたことにより減額減額減額減額するものでごするものでごするものでごするものでござざざざいましていましていましていまして、、、、このこどもこのこどもこのこどもこのこども家庭総家庭総家庭総家庭総務務務務費費費費にににに
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つつつつききききましてはましてはましてはましては、、、、こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局のののの本本本本庁庁庁庁職員職員職員職員のののの人件人件人件人件費分費分費分費分をををを計計計計上上上上いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。次次次次にこどもにこどもにこどもにこども家庭家庭家庭家庭相談相談相談相談センターセンターセンターセンター費費費費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。補正補正補正補正額額額額がががが５５５５０７０７０７０７万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円のののの減額減額減額減額ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。減額減額減額減額理理理理由由由由はははは同様同様同様同様でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、出出出出先機先機先機先機関関関関のののの職員分職員分職員分職員分のののの人件人件人件人件費費費費をををを計計計計上上上上いいいいたしておるものでごたしておるものでごたしておるものでごたしておるものでござざざざいますいますいますいます。。。。こどもこどもこどもこども家庭局関係家庭局関係家庭局関係家庭局関係はははは以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。どどどどうぞうぞうぞうぞよろしくごよろしくごよろしくごよろしくご審議審議審議審議のほどおのほどおのほどおのほどお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１１１１１月定例県議会提出予定議案月定例県議会提出予定議案月定例県議会提出予定議案月定例県議会提出予定議案にににに係係係係りますりますりますります医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部のののの○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長所管所管所管所管のののの議案議案議案議案についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明しますしますしますします。。。。ままままずずずず、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１１１１１月補正予算関係月補正予算関係月補正予算関係月補正予算関係からからからから説明説明説明説明ささささせせせせていただていただていただていただききききますますますます 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一年度一年度一年度一。。。。般会計般会計般会計般会計特別特別特別特別会計補正予算案会計補正予算案会計補正予算案会計補正予算案にににに関関関関するするするする説明説明説明説明書書書書」」」」のののの１３１３１３１３ペペペペーーーージジジジ、、、、第第第第５５５５款款款款医療政策費医療政策費医療政策費医療政策費、、、、第第第第１１１１項地項地項地項地域域域域医療費医療費医療費医療費のののの６６６６５５５５７７７７万円万円万円万円のののの減額減額減額減額補正補正補正補正でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ままままずずずず、、、、地地地地域域域域医療総医療総医療総医療総務務務務費補正費補正費補正費補正額額額額のののの９９９９５５５５２２２２万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円のののの減額減額減額減額。。。。これはこれはこれはこれは、、、、職員職員職員職員のののの給給給給与与与与のののの減減減減によるものでごによるものでごによるものでごによるものでござざざざいましていましていましていまして、、、、救急救急救急救急医療対策医療対策医療対策医療対策費費費費、、、、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送・・・・受受受受入実施基準運用入実施基準運用入実施基準運用入実施基準運用事事事事業業業業費費費費のののの補正補正補正補正額額額額２９２９２９２９５５５５万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円のののの増額増額増額増額でごでごでごでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ささささききききのののの本会議本会議本会議本会議でもごでもごでもごでもご説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました、、、、今月今月今月今月中中中中にににに策定策定策定策定をしますをしますをしますをします予定予定予定予定のののの救急搬救急搬救急搬救急搬送送送送受受受受入基準入基準入基準入基準をををを７７７７月月月月にににに適適適適正正正正にににに運用運用運用運用するためのするためのするためのするための県県県県内内内内のののの救急救急救急救急病院病院病院病院のののの当当当当直直直直医医医医などのなどのなどのなどの情情情情報報報報をををを収集収集収集収集しししし、、、、消消消消防機防機防機防機関関関関にににに提出提出提出提出することをすることをすることをすることを行行行行ううううためのものでごためのものでごためのものでごためのものでござざざざいますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、第第第第２２２２項保健予項保健予項保健予項保健予防防防防費費費費のののの２２２２，，，，０７１０７１０７１０７１万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円のののの減額減額減額減額補正補正補正補正でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ここここちちちちらもらもらもらも職員職員職員職員給給給給与与与与のののの減減減減によるものでごによるものでごによるものでごによるものでござざざざいますいますいますいます。。。。３８３８３８３８ペペペペーーーージジジジ、、、、債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為補正補正補正補正についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますいますいますいます。。。。精精精精神保健福祉神保健福祉神保健福祉神保健福祉センターセンターセンターセンター等等等等移転整移転整移転整移転整備備備備事事事事業業業業にかかるにかかるにかかるにかかる契約契約契約契約、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度、、、、１１１１億億億億１１１１，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円のののの債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為のののの追追追追加加加加でごでごでごでござざざざいいいいますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、桜桜桜桜井総合井総合井総合井総合庁舎敷庁舎敷庁舎敷庁舎敷地地地地内内内内におけるにおけるにおけるにおける旧旧旧旧保健学院保健学院保健学院保健学院をををを改修改修改修改修しししし、、、、１１１１階階階階にににに精精精精神保健福祉神保健福祉神保健福祉神保健福祉セセセセンターンターンターンター、、、、２２２２階階階階にににに景観環境保全景観環境保全景観環境保全景観環境保全センターセンターセンターセンターをををを移転整備移転整備移転整備移転整備するするするする事事事事業業業業でででで、、、、事事事事業業業業のののの早期早期早期早期進進進進捗捗捗捗をををを図図図図るるるる目的目的目的目的でででで今年度今年度今年度今年度中中中中にににに改修改修改修改修工工工工事事事事のののの入札入札入札入札等等等等のののの発注手続発注手続発注手続発注手続にににに備備備備ええええ、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの債務負担債務負担債務負担債務負担をををを行行行行ううううことにことにことにことになりますなりますなりますなります。。。。次次次次にににに、、、、追追追追加提案分加提案分加提案分加提案分でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算にににに関関関関するするするする説明説明説明説明書書書書（（（（、、、、） 、） 、） 、） 、追追追追加提案分加提案分加提案分加提案分 」」」」のののの９９９９ペペペペーーーージジジジ、、、、第第第第５５５５款款款款医療政策費医療政策費医療政策費医療政策費、、、、第第第第２２２２項保健予項保健予項保健予項保健予防防防防費費費費でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども保健所費保健所費保健所費保健所費のののの保健所保健所保健所保健所設備整備設備整備設備整備設備整備費費費費、、、、補正補正補正補正額額額額５５５５７０７０７０７０万円万円万円万円のののの増額増額増額増額でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、国国国国のののの地地地地域域域域活活活活性化性化性化性化（（（（住住住住民民民民生活生活生活生活にににに光光光光をそそをそそをそそをそそぐぐぐぐ））））交付交付交付交付金金金金をををを活活活活用用用用しししし、、、、葛城葛城葛城葛城保健所保健所保健所保健所のののの老朽化老朽化老朽化老朽化しましたしましたしましたしました検検検検査査査査機器機器機器機器のののの更新更新更新更新、、、、整備整備整備整備をををを行行行行ううううものでごものでごものでごものでござざざざいますいますいますいます。。。。補正予算関係補正予算関係補正予算関係補正予算関係についてはについてはについてはについては以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、続続続続ききききましてましてましてまして「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計年度一般会計年度一般会計年度一般会計特別特別特別特別会計補正予算案会計補正予算案会計補正予算案会計補正予算案そのそのそのその他他他他」」」」のののの１２１２１２１２５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、条例改正条例改正条例改正条例改正のところでごのところでごのところでごのところでござざざざいましていましていましていまして、、、、地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法
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第第第第１８０１８０１８０１８０条条条条のののの第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる専決処分専決処分専決処分専決処分のののの報告報告報告報告でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、奈良県看護師等奈良県看護師等奈良県看護師等奈良県看護師等修学資金貸与条例修学資金貸与条例修学資金貸与条例修学資金貸与条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、保健師保健師保健師保健師助産助産助産助産師看護師法師看護師法師看護師法師看護師法のののの一部改正一部改正一部改正一部改正にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、同同同同法法法法にににに条項条項条項条項ずずずずれがれがれがれが生生生生じじじじているためにているためにているためにているために同同同同法法法法のののの条項条項条項条項をををを引用引用引用引用しているしているしているしている条文条文条文条文のののの整整整整理理理理をををを行行行行ううううためのためのためのための条例改正条例改正条例改正条例改正についてについてについてについて、、、、本年本年本年本年１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日にににに専決処分専決処分専決処分専決処分をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただいたごいたごいたごいたご報告報告報告報告でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、条文条文条文条文はははは次次次次のののの１２６１２６１２６１２６ペペペペーーーージジジジにににに記載記載記載記載のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの条例条例条例条例のののの施行施行施行施行はははは公布公布公布公布日日日日であるであるであるである平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日からでごからでごからでごからでござざざざいますいますいますいます。。。。以上以上以上以上がががが医療政策部所管医療政策部所管医療政策部所管医療政策部所管のののの提出議案提出議案提出議案提出議案でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。どどどどううううかごかごかごかご審議審議審議審議のほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくお願願願願いいいいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局にににに関関関関すすすす○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長るるるる提出議案提出議案提出議案提出議案ののののうちうちうちうち、、、、当当当当初初初初提案分提案分提案分提案分についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計年度一般会計年度一般会計年度一般会計特別特別特別特別。。。。会計補正予算会計補正予算会計補正予算会計補正予算にににに関関関関するするするする説明説明説明説明書書書書」」」」のののの１１１１４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局におけるにおけるにおけるにおける人人人人事事事事委員会委員会委員会委員会勧勧勧勧告補正告補正告補正告補正にににに係係係係るるるる予算予算予算予算としてとしてとしてとして、、、、第第第第１１１１項項項項協働推協働推協働推協働推進費進費進費進費、、、、目目目目くらしくらしくらしくらし創造総創造総創造総創造総務務務務費費費費におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、職員職員職員職員給給給給与費与費与費与費のののの減減減減によりによりによりにより２２９２２９２２９２２９万円万円万円万円のののの減額減額減額減額補正予算補正予算補正予算補正予算をををを計計計計上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、第第第第６６６６項消費項消費項消費項消費生活安全費生活安全費生活安全費生活安全費、、、、目目目目消費生活安全総消費生活安全総消費生活安全総消費生活安全総務務務務費費費費におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、同同同同じじじじくくくく職員職員職員職員給給給給与費与費与費与費のののの減減減減によるによるによるによる減額減額減額減額補正補正補正補正予算予算予算予算としてとしてとしてとして７２６７２６７２６７２６万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円をををを計計計計上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。１１１１５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、同同同同じじじじくくくく第第第第７７７７項環境管理費項環境管理費項環境管理費項環境管理費、、、、目目目目環境管理総環境管理総環境管理総環境管理総務務務務費費費費におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、職員職員職員職員給給給給与費与費与費与費のののの減減減減によるによるによるによる減額減額減額減額補正予算補正予算補正予算補正予算としてとしてとしてとして１１１１，，，，１２１２１２１２５５５５万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円をををを計計計計上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの節節節節のののの内訳内訳内訳内訳はははは記載記載記載記載のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続いていていていて、、、、第第第第８８８８項項項項風致風致風致風致景観費景観費景観費景観費、、、、目古都目古都目古都目古都保保保保存存存存費費費費におけるにおけるにおけるにおける増額増額増額増額補正補正補正補正としてとしてとしてとして、、、、古都古都古都古都法法法法買入買入買入買入地森地森地森地森林林林林病害病害病害病害虫防除虫防除虫防除虫防除事事事事業業業業費費費費１７０１７０１７０１７０万円万円万円万円でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、奈良奈良奈良奈良奥奥奥奥山山山山ドライブウェイドライブウェイドライブウェイドライブウェイ周辺周辺周辺周辺のののの古都古都古都古都買入買入買入買入地地地地内内内内にににに発発発発生生生生しましたしましたしましたしましたコナラコナラコナラコナラややややククククヌギヌギヌギヌギなどなどなどなど、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるるナラナラナラナラ枯枯枯枯れれれれ被被被被害害害害のののの拡大防止拡大防止拡大防止拡大防止のためのためのためのため、、、、ビビビビニニニニーーーールルルル被被被被膜膜膜膜によるによるによるによる防除防除防除防除対策対策対策対策をををを講講講講じじじじるものでごるものでごるものでごるものでござざざざいますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、民用林民用林民用林民用林にかかるにかかるにかかるにかかる対対対対応応応応につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、農農農農林林林林部部部部よりよりよりより補正計補正計補正計補正計上上上上をををを行行行行っっっっているところでありますているところでありますているところでありますているところであります。。。。ああああわせわせわせわせてててて実施実施実施実施することすることすることすることでででで、、、、被被被被害害害害のののの拡大拡大拡大拡大をををを防止防止防止防止いたしますいたしますいたしますいたします。。。。以上以上以上以上がくらしがくらしがくらしがくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局にににに関関関関しますしますしますします提出議案提出議案提出議案提出議案ののののうちうちうちうち、、、、当当当当初初初初提案分提案分提案分提案分のののの概概概概要要要要でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続いていていていて、、、、追追追追加提案分加提案分加提案分加提案分についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算にににに関関関関。。。。するするするする説明説明説明説明書書書書（（（（追追追追加提案分加提案分加提案分加提案分 」」」」のののの９９９９ペペペペーーーージジジジ、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案についてでごについてでごについてでごについてでご））））ざざざざいますいますいますいます。。。。くらしくらしくらしくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局におにおにおにおききききましてはましてはましてはましては、、、、国国国国補正予算補正予算補正予算補正予算によりによりによりにより新設新設新設新設されましされましされましされましたたたた地地地地域域域域活活活活性化交付性化交付性化交付性化交付金金金金をををを活活活活用用用用したしたしたした８８８８事事事事業業業業、、、、計計計計１１１１億億億億５５５５，，，，４４４４２０２０２０２０万円万円万円万円をををを計計計計上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。
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事事事事業業業業のののの内容内容内容内容といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ままままずずずず第第第第１１１１項項項項協働推協働推協働推協働推進費進費進費進費、、、、目協働推目協働推目協働推目協働推進費進費進費進費、、、、地地地地域域域域でのでのでのでの花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい運運運運動動動動支援支援支援支援モデモデモデモデルルルル事事事事業業業業費費費費、、、、補正補正補正補正額額額額１１１１，，，，５５５５７０７０７０７０万円万円万円万円でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。地地地地域域域域がががが主主主主となとなとなとなっっっってててて行行行行うううう地地地地域域域域ののののシンシンシンシンボボボボルルルルとなるとなるとなるとなる花壇花壇花壇花壇、、、、シンシンシンシンボボボボルルルルツツツツリーリーリーリーのののの整備整備整備整備やややや既既既既存存存存のののの花壇花壇花壇花壇をををを活活活活用用用用したしたしたした花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい運運運運動動動動にににに対対対対するするするする経経経経費費費費のののの助助助助成成成成やややや、、、、フフフフララララワワワワーーーーアドアドアドアドババババイイイイザザザザーーーーのののの派遣派遣派遣派遣をををを行行行行ううううことによりことによりことによりことにより、、、、地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける花花花花づづづづくりをくりをくりをくりを支援支援支援支援するものでごするものでごするものでごするものでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続いていていていて、、、、１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジ、、、、第第第第３３３３項項項項ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興費費費費、、、、目目目目ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興推推推推進費進費進費進費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。馬馬馬馬場場場場馬術競技馬購馬術競技馬購馬術競技馬購馬術競技馬購入入入入補補補補助助助助金金金金、、、、補正補正補正補正額額額額９００９００９００９００万円万円万円万円につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興のためののためののためののための特別特別特別特別基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備としてとしてとしてとして、、、、国国国国体体体体などのなどのなどのなどの大大大大会会会会でででで活活活活躍躍躍躍してしてしてしてききききたたたた馬馬馬馬場場場場馬術馬術馬術馬術用用用用のののの馬馬馬馬のののの老齢化老齢化老齢化老齢化にににに伴伴伴伴いいいい、、、、新新新新たにたにたにたに馬馬馬馬をををを購購購購入入入入するためのするためのするためのするための補補補補助助助助をををを行行行行ううううものでものでものでもので、、、、馬術競技力馬術競技力馬術競技力馬術競技力のののの向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、目目目目橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑費費費費につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品ススススタタタタジアジアジアジアムムムム施設整備施設整備施設整備施設整備事事事事業業業業費費費費、、、、補正補正補正補正額額額額７７７７，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑野野野野球球球球場場場場におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、観観観観客客客客のののの安全安全安全安全性性性性、、、、利便利便利便利便性性性性をををを図図図図るたるたるたるためのめのめのめの機機機機能能能能向上向上向上向上としてとしてとしてとして、、、、照明照明照明照明鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔のののの塗装塗装塗装塗装、、、、バッバッバッバッククククネットネットネットネット及及及及びびびびメメメメーンーンーンーンススススタンタンタンタンドドドドのののの客客客客席席席席のののの改修改修改修改修をををを行行行行いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、第第第第４４４４項項項項男女共男女共男女共男女共同同同同参画参画参画参画費費費費、、、、目目目目女女女女性性性性センターセンターセンターセンター費費費費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。女女女女性性性性センターセンターセンターセンター施設整備施設整備施設整備施設整備事事事事業業業業、、、、補正補正補正補正額額額額６７０６７０６７０６７０万円万円万円万円でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、利利利利用用用用者者者者のののの利便利便利便利便性性性性のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、トトトトイイイイレレレレのののの改改改改修修修修をををを行行行行ううううものでごものでごものでごものでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続いていていていて、、、、１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、第第第第６６６６項消費生活安全費項消費生活安全費項消費生活安全費項消費生活安全費、、、、目目目目消費生活安全対策費消費生活安全対策費消費生活安全対策費消費生活安全対策費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。保保保保健環境健環境健環境健環境研究研究研究研究センターセンターセンターセンター及及及及びびびび食品食品食品食品衛生衛生衛生衛生検検検検査所査所査所査所におけるにおけるにおけるにおける検検検検査査査査機器機器機器機器のののの整備整備整備整備をををを行行行行ううううものでものでものでもので、、、、合合合合わせわせわせわせてててて３３３３，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円をををを計計計計上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。食食食食中中中中毒毒毒毒のののの原因究原因究原因究原因究明明明明及及及及びびびび食肉食肉食肉食肉のののの安全安全安全安全性確性確性確性確認認認認にににに係係係係るるるる検検検検査査査査機器機器機器機器がががが老朽化老朽化老朽化老朽化しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、更新更新更新更新をををを行行行行いいいい、、、、食食食食のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを確確確確保保保保いたしますいたしますいたしますいたします。。。。次次次次にににに、、、、第第第第７７７７項環境管理費項環境管理費項環境管理費項環境管理費、、、、目目目目環境保全対策費環境保全対策費環境保全対策費環境保全対策費、、、、補正補正補正補正額額額額１１１１，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。保保保保健環境健環境健環境健環境研究研究研究研究センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける設備設備設備設備としてとしてとしてとして、、、、水水水水質質質質汚濁汚濁汚濁汚濁防止防止防止防止法法法法のののの規定規定規定規定によりによりによりにより実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております公公公公共共共共用用用用水水水水域域域域のののの水水水水質質質質測測測測定定定定についてについてについてについて、、、、分分分分析析析析機器機器機器機器のののの老朽化老朽化老朽化老朽化にににに伴伴伴伴うううう更新更新更新更新をををを行行行行ううううものでごものでごものでごものでござざざざいますいますいますいます。。。。最最最最後後後後にににに、、、、第第第第８８８８項項項項風致風致風致風致景観費景観費景観費景観費、、、、目目目目自自自自然然然然環境費環境費環境費環境費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。吉吉吉吉野野野野熊熊熊熊野野野野国国国国立立立立公園緊急公園緊急公園緊急公園緊急修修修修繕繕繕繕事事事事業業業業費費費費、、、、補正補正補正補正額額額額２８０２８０２８０２８０万円万円万円万円でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。自自自自然然然然公園公園公園公園利利利利用用用用者者者者のののの安全安全安全安全性性性性のののの確確確確保保保保、、、、利便利便利便利便性性性性のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、稲村稲村稲村稲村ヶヶヶヶ岳展岳展岳展岳展望望望望台台台台のののの修修修修繕繕繕繕、、、、大大大大台台台台ヶヶヶヶ原原原原地地地地区区区区のののの受受受受変電変電変電変電施設施設施設施設のののの変圧変圧変圧変圧器器器器取取取取りかえをりかえをりかえをりかえを行行行行ううううもももものでごのでごのでごのでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続いていていていて、、、、繰越明許繰越明許繰越明許繰越明許費費費費についてについてについてについて説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案年度一般会計補正予算案（（（（追追追追。。。。加提案分加提案分加提案分加提案分 」」」」のののの６６６６ペペペペーーーージジジジ、、、、先先先先ほどほどほどほど説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました事事事事業業業業ののののうちうちうちうち、、、、地地地地域域域域でのでのでのでの花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい運運運運動動動動））））支援支援支援支援モデモデモデモデルルルル事事事事業業業業、、、、それからそれからそれからそれから佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品ススススタタタタジアジアジアジアムムムム、、、、女女女女性性性性センターセンターセンターセンター、、、、吉吉吉吉野野野野熊熊熊熊野野野野国国国国立立立立公園公園公園公園におけにおけにおけにおけ
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るるるる各各各各工工工工事事事事、、、、４４４４事事事事業業業業についてのについてのについてのについての繰越明許繰越明許繰越明許繰越明許費補正費補正費補正費補正要要要要求求求求のののの内容内容内容内容でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。いいいいずずずずれもれもれもれも国国国国補正予補正予補正予補正予算算算算へへへへのののの対対対対応応応応としてとしてとしてとして実施実施実施実施することからすることからすることからすることから、、、、所所所所要要要要のののの実施期間実施期間実施期間実施期間をををを確確確確保保保保するためするためするためするため、、、、繰越明許繰越明許繰越明許繰越明許費補正費補正費補正費補正ををををおおおお願願願願いするものでごいするものでごいするものでごいするものでござざざざいますいますいますいます。。。。繰越明許繰越明許繰越明許繰越明許費費費費のののの額額額額につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、記載記載記載記載のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。以上以上以上以上がくらしがくらしがくらしがくらし創造部創造部創造部創造部、、、、景観景観景観景観・・・・環境局環境局環境局環境局にににに関関関関しますしますしますします提出議案提出議案提出議案提出議案のののの概概概概要要要要でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長ではではではでは、、、、ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明についてについてについてについて質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願願願願いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、そのそのそのその他他他他のののの事項事項事項事項につにつにつについてはいてはいてはいては後後後後ほどほどほどほど質質質質疑疑疑疑をををを行行行行いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ごごごご了了了了承承承承願願願願いますいますいますいます。。。。決算審査決算審査決算審査決算審査特別特別特別特別委員会委員会委員会委員会のとのとのとのとききききにににに、、、、委員会委員会委員会委員会、、、、またまたまたまた担担担担当課当課当課当課、、、、それからそれからそれからそれから最最最最後後後後のののの知知知知事事事事にににに○○○○山本委員山本委員山本委員山本委員もももも佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品ススススタタタタジアジアジアジアムムムムのののの要望要望要望要望をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききましたましたましたました。。。。といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、近隣近隣近隣近隣住住住住民民民民のののの方方方方かかかからららら、、、、公公公公式式式式ののののププププロロロロ野野野野球球球球もでもでもでもでききききるよるよるよるよううううななななググググラウラウラウラウンンンンドドドドとしてとしてとしてとして整備整備整備整備をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいたいたいたい。。。。今今今今もももも一一一一応応応応ググググラウラウラウラウンンンンドドドドのののの整備整備整備整備がががが終終終終わっわっわっわったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、観観観観客客客客席席席席なりなりなりなり、、、、またまたまたまた鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔にさびがあるとかにさびがあるとかにさびがあるとかにさびがあるとか、、、、そそそそうううういいいいううううものをものをものをものを言言言言っっっっていたていたていたていたややややささささききききにににに今今今今回回回回のののの補正補正補正補正でこのでこのでこのでこの追追追追加議案加議案加議案加議案のののの中中中中にににに佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品ススススタタタタジアジアジアジアムムムムのののの整備整備整備整備がががが入入入入っっっっているているているている。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、そのとそのとそのとそのとききききにはまたにはまたにはまたにはまた要望要望要望要望はさはさはさはさせせせせていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれども、、、、そそそそうううういいいいうううう計計計計画画画画はははは随時随時随時随時ずっずっずっずっとされていたととされていたととされていたととされていたと思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、本当本当本当本当ににににタタタタイイイイミミミミンンンンググググよくといよくといよくといよくといいますかいますかいますかいますか、、、、図図図図っっっったよたよたよたよううううにににに今今今今回回回回ここここうううういいいいううううことをするといことをするといことをするといことをするといううううことのことのことのことの補正予算補正予算補正予算補正予算がついたがついたがついたがついたわわわわけですけですけですけですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのそのそのその整備内容整備内容整備内容整備内容といといといといううううものはそのとものはそのとものはそのとものはそのときききき要望要望要望要望したものにしたものにしたものにしたものに準準準準じじじじててててやっやっやっやっていただけるのていただけるのていただけるのていただけるのかかかか、、、、またそのまたそのまたそのまたその整備整備整備整備はいつごろまでにではいつごろまでにではいつごろまでにではいつごろまでにでききききるのかるのかるのかるのか。。。。またまたまたまた原原原原点点点点はははは、、、、そのとそのとそのとそのとききききにはにはにはには余余余余りこりこりこりこうううういいいいうううう計計計計画画画画はなかはなかはなかはなかっっっったのかたのかたのかたのか。。。。そそそそうううういいいいううううよよよよううううなことをなことをなことをなことを思思思思っっっったりするのですけれどもたりするのですけれどもたりするのですけれどもたりするのですけれども、、、、どどどどううううでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。 佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品ススススタタタタジアジアジアジアムムムムのののの整備整備整備整備にににに関関関関してでごしてでごしてでごしてでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今回回回回のののの補正補正補正補正○○○○吉田吉田吉田吉田スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課長振興課長振興課長振興課長はははは国国国国のののの補正予算補正予算補正予算補正予算をををを活活活活用用用用してしてしてして整備整備整備整備するものでごするものでごするものでごするものでござざざざいましていましていましていまして、、、、ままままずずずず整備内容整備内容整備内容整備内容としてはとしてはとしてはとしては、、、、３３３３点点点点ごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ままままずずずず１１１１点目点目点目点目がががが、、、、メメメメーンーンーンーンススススタンタンタンタンドドドド客客客客席席席席をををを長長長長いすからいすからいすからいすから個個個個別別別別シーシーシーシートトトトにににに改修改修改修改修するものでするものでするものでするものでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、現現現現在在在在のののの観観観観客客客客席席席席ははははベベベベンンンンチチチチシーシーシーシートトトトタタタタイプイプイプイプでごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、背背背背もたれがなくもたれがなくもたれがなくもたれがなく、、、、長長長長時時時時間間間間のののの観観観観戦時戦時戦時戦時につかれるなどにつかれるなどにつかれるなどにつかれるなど不不不不向向向向ききききであるためにであるためにであるためにであるために、、、、セパセパセパセパレレレレーーーートトトトタタタタイプイプイプイプにににに改修改修改修改修しししし、、、、快快快快適性適性適性適性をををを高高高高めるものでごめるものでごめるものでごめるものでござざざざいますいますいますいます。。。。２２２２点目点目点目点目がががが、、、、メメメメーンーンーンーンススススタンタンタンタンドドドド天天天天井部井部井部井部にににに新新新新たなたなたなたな防防防防球球球球ネットネットネットネットのののの設置設置設置設置ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。現現現現在在在在、、、、バッバッバッバッククククネットネットネットネットととととススススタンタンタンタンドドドドのののの天天天天井部井部井部井部のののの間間間間ににににネットネットネットネット等等等等がなくがなくがなくがなく、、、、天天天天井井井井があいがあいがあいがあいているているているている状態状態状態状態のためのためのためのため、、、、ファファファファウルウルウルウルボボボボーーーールルルルがががが直直直直接接接接観観観観客客客客席席席席にににに落落落落下下下下するといするといするといするといっっっったよたよたよたよううううなことからなことからなことからなことから、、、、新新新新たにたにたにたにネットネットネットネットをををを整備整備整備整備してしてしてして安全安全安全安全性性性性をををを高高高高めるものでごめるものでごめるものでごめるものでござざざざいますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから３３３３つつつつ目目目目がががが、、、、照明照明照明照明鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔のののの
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塗装塗装塗装塗装でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。大大大大変変変変さびがさびがさびがさびが目目目目立立立立つよつよつよつよううううになになになになっっっっててててききききておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、塗装塗装塗装塗装をしをしをしをし直直直直すものすものすものすものでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。このよこのよこのよこのよううううなななな整備整備整備整備改修改修改修改修によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、観観観観客客客客のののの安全安全安全安全性性性性やややや快快快快適性適性適性適性をををを高高高高めめめめ、、、、球球球球場場場場全全全全体体体体ののののイメイメイメイメーーーージアジアジアジアッッッッププププをををを図図図図ることとしておりますることとしておりますることとしておりますることとしております。。。。具具具具体体体体的的的的なななな工期工期工期工期につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、施設施設施設施設のののの利利利利用用用用状況状況状況状況をををを考慮考慮考慮考慮いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、最最最最もももも影響影響影響影響のののの少少少少ないないないない時時時時期期期期にでにでにでにでききききるだけるだけるだけるだけ早期早期早期早期にににに整備整備整備整備ででででききききるよるよるよるようううう今今今今後後後後調調調調整整整整したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。タタタタイイイイミミミミンンンンググググよくよくよくよく佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品ススススタタタタジアジアジアジアムムムムをををを整備整備整備整備をすることになをすることになをすることになをすることになっっっってててて、、、、そのよそのよそのよそのよううううなななな○○○○山本委員山本委員山本委員山本委員形形形形ででででやっやっやっやっていただくといていただくといていただくといていただくといううううことはことはことはことは、、、、私私私私自身自身自身自身もももも軟式軟式軟式軟式野野野野球球球球なりなりなりなり野野野野球球球球のののの方方方方のののの顧問顧問顧問顧問なりなりなりなり、、、、そそそそうううういいいいうううう副会長副会長副会長副会長なりさなりさなりさなりさせせせせていただいているていただいているていただいているていただいている。。。。ここにはここにはここにはここには安井会長安井会長安井会長安井会長もおられますけれどももおられますけれどももおられますけれどももおられますけれども、、、、大大大大変喜変喜変喜変喜ばばばばししししいことではないかといことではないかといことではないかといことではないかと、、、、またまたまたまた、、、、佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品のののの会長会長会長会長がががが聞聞聞聞いたらどいたらどいたらどいたらどんんんんなにかなにかなにかなにか喜喜喜喜ぶぶぶぶだろだろだろだろううううなとなとなとなと、、、、そそそそんんんんなななな思思思思いをしておりますけれどもいをしておりますけれどもいをしておりますけれどもいをしておりますけれども、、、、そのよそのよそのよそのよううううなななな整備整備整備整備をををを実施実施実施実施されてされてされてされて、、、、ススススタタタタジアジアジアジアムムムムがにがにがにがにぎぎぎぎわっわっわっわってててていくだろいくだろいくだろいくだろううううとととと。。。。行行行行くくくく行行行行くくくく、、、、知知知知事事事事にもにもにもにも要望要望要望要望もしましたけれどももしましたけれどももしましたけれどももしましたけれども、、、、ププププロロロロ野野野野球球球球のののの公公公公式戦式戦式戦式戦ををををぜひぜひぜひぜひ橿橿橿橿原球原球原球原球場場場場にににに誘誘誘誘致致致致をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっているのですけれどもているのですけれどもているのですけれどもているのですけれども、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの所見所見所見所見があれがあれがあれがあればばばば、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興課長課長課長課長なりくらしなりくらしなりくらしなりくらし創造部長創造部長創造部長創造部長なりなりなりなり、、、、どどどどちちちちらかよろしくおらかよろしくおらかよろしくおらかよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。本年本年本年本年９９９９月月月月にににに佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品ススススタタタタジアジアジアジアムムムムにおにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、ププププロロロロ野野野野球球球球ののののウウウウエエエエ○○○○吉田吉田吉田吉田スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課長振興課長振興課長振興課長ススススタンリータンリータンリータンリーググググをををを実施実施実施実施していただしていただしていただしていただききききましてましてましてまして、、、、多多多多くのくのくのくの観観観観客客客客のもとにのもとにのもとにのもとに開開開開催催催催していただしていただしていただしていただききききましたましたましたました。。。。ププププロロロロ野野野野球球球球にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、１１１１軍軍軍軍のののの公公公公式戦式戦式戦式戦はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、ウウウウエエエエススススタンリータンリータンリータンリーググググもももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、佐佐佐佐藤薬品藤薬品藤薬品藤薬品ススススタタタタジアジアジアジアムムムムでででで開開開開催催催催していただけるよしていただけるよしていただけるよしていただけるようううう関係関係関係関係機機機機関関関関にににに働働働働ききききかけておりましてかけておりましてかけておりましてかけておりまして、、、、今今今今後後後後もももも続続続続けてまいりたいとけてまいりたいとけてまいりたいとけてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまたププププロロロロ野野野野球球球球にににに限限限限ららららずずずず、、、、小学生小学生小学生小学生、、、、中中中中学生学生学生学生、、、、高校生高校生高校生高校生、、、、大大大大学生学生学生学生、、、、社社社社会会会会人人人人とととと幅広幅広幅広幅広くくくく多多多多くのくのくのくの県県県県民民民民にににに利利利利用用用用されされされされ、、、、ススススタタタタジアジアジアジアムムムム周辺周辺周辺周辺、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑全体全体全体全体ががががににににぎぎぎぎわうわうわうわうよよよよううううにににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。最最最最後後後後にににに、、、、阪阪阪阪神神神神タタタタイイイイガガガガーーーーススススもあそこをもあそこをもあそこをもあそこを大大大大変力変力変力変力をををを入入入入れているといれているといれているといれているといううううこともこともこともことも個個個個人的人的人的人的○○○○山本委員山本委員山本委員山本委員にもにもにもにも聞聞聞聞いておりますしいておりますしいておりますしいておりますし、、、、地地地地元元元元のののの地地地地域域域域のののの方方方方 々々々々もももも、、、、ぜひぜひぜひぜひププププロロロロ野野野野球球球球をををを誘誘誘誘致致致致してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと言言言言っっっっておておておておられますのでられますのでられますのでられますので、、、、このこのこのこの際際際際、、、、ぜひひぜひひぜひひぜひひとつとつとつとつ強強強強くまたくまたくまたくまた要望要望要望要望ささささせせせせていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、特特特特にににに、、、、ででででききききるならるならるならるならばばばば日本日本日本日本ハハハハムファムファムファムファイイイイターターターターズズズズをををを呼呼呼呼んんんんでいただけるよでいただけるよでいただけるよでいただけるよううううよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしておいしておいしておいしておききききますますますます。。。。総合総合総合総合リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターとととと歯科診療所歯科診療所歯科診療所歯科診療所がががが指定管理指定管理指定管理指定管理のののの契約契約契約契約をををを結結結結びびびび直直直直すすすす○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員といといといというううう議案議案議案議案がががが出出出出ておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、従来従来従来従来どおりのところにおどおりのところにおどおりのところにおどおりのところにお願願願願いをするといいをするといいをするといいをするといううううことになことになことになことになっっっっていていていているといるといるといるといううううことですことですことですことです。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、ややややはりはりはりはり一一一一貫貫貫貫性性性性がががが求求求求められますのでめられますのでめられますのでめられますので、、、、そのことそのことそのことそのこと自体自体自体自体ははははいいといいといいといいと思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも指定管理指定管理指定管理指定管理をををを入入入入れますとれますとれますとれますとききききにににに、、、、例例例例ええええばばばばササササービービービービススススのののの向上向上向上向上とかとかとかとか利利利利用用用用時時時時間間間間がががが延延延延長長長長されるとかされるとかされるとかされるとか、、、、それからそれからそれからそれから負担負担負担負担のののの軽軽軽軽減減減減だとかいろいろそだとかいろいろそだとかいろいろそだとかいろいろそううううしたことのしたことのしたことのしたことの中中中中でででで指定管理指定管理指定管理指定管理がががが導入導入導入導入されたとされたとされたとされたと思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、このこのこのこの５５５５年年年年間間間間でででで、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理になるになるになるになる前前前前とととと実実実実際際際際にににに
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指定管理指定管理指定管理指定管理をしてからではどをしてからではどをしてからではどをしてからではどうううういいいいうううう違違違違いがいがいがいが生生生生まれているのかまれているのかまれているのかまれているのか。。。。またまたまたまた、、、、今今今今回回回回もももも指定管理指定管理指定管理指定管理といといといといううううことになことになことになことになっっっっておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいのところがらいのところがらいのところがらいのところが今今今今回回回回のののの指定管理指定管理指定管理指定管理、、、、ここにここにここにここに決決決決めるにめるにめるにめるに当当当当たたたたっっっってててて応募応募応募応募されてされてされてされてききききたのかたのかたのかたのか、、、、そのあたりをおそのあたりをおそのあたりをおそのあたりをお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。指定管理指定管理指定管理指定管理をををを入入入入れますれますれますれます際際際際にににに、、、、そのそのそのその後後後後ササササービービービービススススのののの向上向上向上向上がでがでがでができきききたかたかたかたか、、、、効率効率効率効率○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長化化化化がでがでがでができきききたかのたかのたかのたかの質質質質問問問問でごでごでごでござざざざいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターにつにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、リリリリハビリハビリハビリハビリニニニニーーーーズズズズをををを的確的確的確的確にとらえましてにとらえましてにとらえましてにとらえまして、、、、ＰＴＰＴＰＴＰＴとかとかとかとか作作作作業業業業療法療法療法療法士士士士をををを増増増増員員員員しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり指定管理指定管理指定管理指定管理ならではのならではのならではのならではの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな体体体体制制制制整備整備整備整備、、、、それによりましてそれによりましてそれによりましてそれによりまして、、、、リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションのののの充充充充実実実実、、、、患患患患者者者者数数数数のののの増増増増加加加加といといといといううううのがあるとのがあるとのがあるとのがあると思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから発発発発達達達達障害障害障害障害児児児児をををを対対対対象象象象といたしましたといたしましたといたしましたといたしました感感感感覚覚覚覚統統統統合合合合訓練訓練訓練訓練、、、、これもこれもこれもこれもリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターがががが県県県県内内内内ではではではでは唯唯唯唯一一一一行行行行っっっっているといているといているといているといううううおおおお話話話話ですがですがですがですが、、、、それもそれもそれもそれも発発発発達達達達障害障害障害障害にににに対対対対するするするするリハビリリハビリリハビリリハビリといといといといううううかかかか、、、、感感感感覚覚覚覚統統統統合療法合療法合療法合療法ももももふふふふえておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度のののの管理委管理委管理委管理委託託託託当当当当時時時時はははは３３３３，，，，００００００００００００人人人人程程程程度度度度だだだだっっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの指定管理指定管理指定管理指定管理のとのとのとのとききききにはそのにはそのにはそのにはその３３３３倍倍倍倍以上以上以上以上になになになになっっっっているといているといているといているというううう状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから歯科診療所歯科診療所歯科診療所歯科診療所でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、歯科診療所歯科診療所歯科診療所歯科診療所につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても、、、、今今今今、、、、毎週木曜毎週木曜毎週木曜毎週木曜日日日日とととと隔週隔週隔週隔週日日日日曜曜曜曜日日日日のののの診療診療診療診療ををををやっやっやっやっておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん患患患患者者者者数数数数ががががふふふふえておりますえておりますえておりますえております。。。。そそそそれにれにれにれに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理をををを受受受受けてけてけてけて、、、、歯科診療所歯科診療所歯科診療所歯科診療所においてはにおいてはにおいてはにおいては初初初初診診診診のののの待待待待ちちちち時時時時間間間間がががが長長長長くなくなくなくなっっっってててているといいるといいるといいるといううううこともありますのでこともありますのでこともありますのでこともありますので、、、、各各各各診療日診療日診療日診療日にににに初初初初診者診者診者診者枠枠枠枠をををを設設設設定定定定しましてしましてしましてしまして、、、、初初初初診者診者診者診者枠枠枠枠のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれをふふふふややややすすすす等等等等、、、、運運運運営体営体営体営体制制制制をををを充充充充実実実実しましたしましたしましたしました。。。。そそそそうううういいいいううううササササービービービービススススのののの改改改改善善善善をををを図図図図っっっってまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。応募応募応募応募。。。。○○○○森山 賀文委員長森山 賀文委員長森山 賀文委員長森山 賀文委員長 両両両両方方方方ともともともとも非非非非公公公公募募募募でさでさでさでさせせせせていただていただていただていただききききましたましたましたました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、民間民間民間民間のののの委員委員委員委員からからからから○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長成成成成りますりますりますります指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者選選選選定審査会定審査会定審査会定審査会でででで、、、、適適適適正正正正だといだといだといだといううううことでことでことでことで意意意意見見見見をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。 内容的内容的内容的内容的にいろいろとにいろいろとにいろいろとにいろいろと利利利利用用用用者者者者ががががふふふふえたりえたりえたりえたり改改改改善善善善されたりといされたりといされたりといされたりといううううおおおお話話話話はははは聞聞聞聞かかかかせせせせていていていてい○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員ただいたのですけれどもただいたのですけれどもただいたのですけれどもただいたのですけれども、、、、非非非非公公公公募募募募でされたといでされたといでされたといでされたといううううことでことでことでことで、、、、５５５５年年年年間間間間といといといというううう期間期間期間期間でででで、、、、今今今今回回回回同同同同じじじじところになところになところになところになっっっったたたたわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、もしもしもしもし仮仮仮仮にほかのところににほかのところににほかのところににほかのところに移移移移っっっったといたしましたらたといたしましたらたといたしましたらたといたしましたら、、、、ややややはりはりはりはり発発発発達達達達障害障害障害障害のののの子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんなどのなどのなどのなどの継継継継続性続性続性続性のののの問題問題問題問題だとかだとかだとかだとか、、、、それからさまそれからさまそれからさまそれからさまざざざざまなまなまなまな設備設備設備設備投投投投資資資資だとだとだとだとかかかか、、、、それからそこでそれからそこでそれからそこでそれからそこで働働働働いているいているいているいている人人人人たたたたちちちちのいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな経経経経験験験験をををを積積積積んんんんでいくといでいくといでいくといでいくといううううよよよよううううななななススススキキキキルルルルアアアアッッッッププププのののの問題問題問題問題だとかだとかだとかだとか、、、、そそそそううううしたところにしたところにしたところにしたところに非常非常非常非常にににに弊弊弊弊害害害害がががが起起起起ききききるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っっっっておりまておりまておりまておりましてしてしてして、、、、あえてこれをあえてこれをあえてこれをあえてこれを指定管理指定管理指定管理指定管理にするにするにするにする必必必必要要要要はないのではないかといはないのではないかといはないのではないかといはないのではないかというううう意意意意見見見見をををを持持持持っっっっておりますておりますておりますておりますのでのでのでので、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを申申申申しししし上上上上げげげげておておておておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。同同同同じじじじくくくく総合総合総合総合リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターのことでのことでのことでのことで、、、、社社社社会福祉法会福祉法会福祉法会福祉法人人人人ですかですかですかですか、、、、県県県県○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員
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のののの事事事事業団業団業団業団がこれをがこれをがこれをがこれを指定管理指定管理指定管理指定管理でででで受受受受けることのけることのけることのけることの意味意味意味意味がががが、、、、同同同同じじじじ知知知知事事事事がががが受受受受けているとけているとけているとけていると。。。。経経経経営営営営効率効率効率効率だだだだとかとかとかとかササササービービービービススススのののの向上向上向上向上だとかとだとかとだとかとだとかと言言言言っっっっているけれどもているけれどもているけれどもているけれども、、、、そこのところがそこのところがそこのところがそこのところが、、、、一度指定管理一度指定管理一度指定管理一度指定管理になになになになっっっったらもたらもたらもたらもうううう、、、、今今今今回回回回のののの議案議案議案議案のののの中中中中でもほでもほでもほでもほぼぼぼぼ説明説明説明説明なしになしになしになしに、、、、１１１１枚枚枚枚のののの紙紙紙紙のののの説明説明説明説明でででで１６１６１６１６億億億億９９９９，，，，００００００００００００万円万円万円万円ですかですかですかですか、、、、そそそそうううういいいいううううふふふふううううなななな形形形形でででで議案議案議案議案をををを通通通通そそそそううううとするそのとするそのとするそのとするその姿勢姿勢姿勢姿勢といといといといううううのですかのですかのですかのですか。。。。ややややはりはりはりはり、、、、どどどどうううういいいいううううのかなのかなのかなのかな、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市でででで今今今今経経経経験験験験しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市のののの市市市市立病院立病院立病院立病院をををを指定管理指定管理指定管理指定管理にするといにするといにするといにするというううう話話話話がががが進進進進んんんんででででききききていますていますていますています。。。。私私私私どもどもどもども民民民民主党主党主党主党といといといといううううのはのはのはのは、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理のののの流流流流れといれといれといれといううううのはのはのはのはわわわわかるけれどかるけれどかるけれどかるけれどもももも、、、、どどどどうううういいいいうううう形形形形ででででチチチチェェェェッッッッククククしていけるのかとしていけるのかとしていけるのかとしていけるのかと。。。。一度指定管理一度指定管理一度指定管理一度指定管理になれになれになれになればばばば、、、、ももももううううほとほとほとほとんんんんどどどどチチチチェェェェッッッッククククががががききききかなくなかなくなかなくなかなくなっっっってしまてしまてしまてしまうううう。。。。でででで、、、、行行行行政改政改政改政改革革革革だとだとだとだと言言言言ううううけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そこのところにそこのところにそこのところにそこのところに肉薄肉薄肉薄肉薄ででででききききないないないない状態状態状態状態になになになになっっっってしまてしまてしまてしまっっっったとたとたとたとききききにににに。。。。といといといといううううのがのがのがのが今今今今のののの議案議案議案議案のののの出出出出しししし方方方方なのですなのですなのですなのです。。。。そそそそうううういいいいううううことことことことをををを考考考考えたとえたとえたとえたとききききにににに、、、、チチチチェェェェッッッックククク機機機機能能能能をををを法法法法律律律律にににに基基基基づづづづいたいたいたいた中中中中でのでのでのでの審査審査審査審査機機機機関関関関ですかですかですかですか、、、、理事会理事会理事会理事会ですかですかですかですか、、、、そそそそうううういいいいううううのではのではのではのでは提提提提言言言言いただいているとかいただいているとかいただいているとかいただいているとか、、、、そのそのそのその中中中中ではではではではきちっきちっきちっきちっとととと踏踏踏踏まえてまえてまえてまえてききききているとはているとはているとはているとは思思思思ううううけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ももももうううう議会議会議会議会のののの関係関係関係関係でいでいでいでいっっっったらたらたらたら、、、、ここまでしかここまでしかここまでしかここまでしか踏踏踏踏みみみみ込込込込めないとめないとめないとめないと。。。。でででで、、、、提提提提言言言言はもらはもらはもらはもらっっっっているとているとているとていると。。。。生生生生駒市駒市駒市駒市のののの場場場場合合合合はははは、、、、第第第第三三三三者者者者組織組織組織組織をつくをつくをつくをつくっっっってててて指定管理指定管理指定管理指定管理のことをのことをのことをのことをチチチチェェェェッッッッククククしていこしていこしていこしていこううううといといといというううう、、、、本当本当本当本当ににににチチチチェェェェッッッッククククででででききききるかなるかなるかなるかな、、、、どどどどううううなのかなとなのかなとなのかなとなのかなと考考考考えながらもえながらもえながらもえながらも、、、、今今今今考考考考えられるえられるえられるえられる中中中中でいでいでいでいっっっったらたらたらたら、、、、それがそれがそれがそれが最最最最善善善善といといといといううううことでことでことでことで今動今動今動今動いてるのですいてるのですいてるのですいてるのです。。。。県県県県はははは、、、、幾幾幾幾つもつもつもつも指定管理指定管理指定管理指定管理をををを出出出出してしてしてしてききききてててているけれどもいるけれどもいるけれどもいるけれども、、、、それのそれのそれのそれのチチチチェェェェッッッックククク機機機機能能能能といといといといううううのはのはのはのは、、、、法法法法律律律律でででで決決決決められためられためられためられた範囲範囲範囲範囲のののの中中中中でしかもでしかもでしかもでしかもううううししししないのかどないのかどないのかどないのかどううううなのかなのかなのかなのか。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のところののところののところののところの答弁答弁答弁答弁、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。ままままずずずず最最最最初初初初にににに、、、、議案議案議案議案のののの説明説明説明説明のののの仕仕仕仕方方方方がまがまがまがまずずずずかかかかっっっったのはたのはたのはたのは申申申申ししししわわわわけごけごけごけござざざざいまいまいまいま○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長せせせせんんんんでしたでしたでしたでした。。。。ももももうちょっうちょっうちょっうちょっとととと丁寧丁寧丁寧丁寧にさにさにさにさせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、チチチチェェェェッッッックククク機機機機能能能能でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このこのこのこの選選選選定審査定審査定審査定審査にににに係係係係りましてはりましてはりましてはりましては、、、、外部委外部委外部委外部委員員員員からからからから成成成成りますりますりますります指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者選選選選定審査会定審査会定審査会定審査会でおでおでおでお諮諮諮諮りしてりしてりしてりして、、、、適適適適正正正正であるといであるといであるといであるというううう意意意意見見見見をいただをいただをいただをいただききききまままましたしたしたした。。。。メメメメンンンンババババーーーーをををを少少少少しごしごしごしご紹紹紹紹介介介介しますとしますとしますとしますと、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業診診診診断断断断士士士士であであであであっっっったりたりたりたり公公公公認会計認会計認会計認会計士士士士であであであであっっっったりたりたりたり大大大大学学学学のののの教教教教授授授授であであであであっっっったりたりたりたり、、、、それからそれからそれからそれから障害者障害者障害者障害者団団団団体体体体のののの代代代代表表表表であであであであっっっったりといたりといたりといたりといううううよよよよううううなことでごなことでごなことでごなことでござざざざいいいいますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今今今今後後後後のののの運運運運営営営営とかとかとかとか経経経経営営営営にににに対対対対するするするするチチチチェェェェッッッッククククでごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、県県県県におにおにおにおききききましてもましてもましてもましても、、、、事事事事業団業団業団業団みずみずみずみずからにからにからにからに任任任任すだけではなくてすだけではなくてすだけではなくてすだけではなくて、、、、県県県県みずみずみずみずからももからももからももからももうちょっうちょっうちょっうちょっとととと積積積積極極極極的的的的ににににタタタタッチッチッチッチしてしてしてして、、、、経経経経営改営改営改営改善善善善とかとかとかとか運運運運営改営改営改営改善善善善にににに努努努努めていめていめていめていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、議会議会議会議会におにおにおにお諮諮諮諮りするのはりするのはりするのはりするのは、、、、従来従来従来従来はこれはこれはこれはこれ、、、、今今今今回回回回５５５５カカカカ年年年年のののの債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為をををを限限限限度度度度額額額額ととととしてとらしてとらしてとらしてとらせせせせていただていただていただていただききききますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、毎毎毎毎年予算年予算年予算年予算要要要要求求求求といといといというううう形形形形でさでさでさでさせせせせていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、そのとそのとそのとそのとききききにににに審査審査審査審査をいただをいただをいただをいただきききき、、、、毎毎毎毎年決算年決算年決算年決算といといといといううううよよよよううううにににに、、、、普通普通普通普通のののの事事事事業業業業とととと同同同同じじじじよよよよううううなななな予算予算予算予算、、、、決算決算決算決算のののの仕組仕組仕組仕組みみみみででででやっやっやっやっているところですているところですているところですているところです。。。。今今今今のところはそのところはそのところはそのところはそうううういいいいうううう状況状況状況状況ですですですです。。。。
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前回前回前回前回、、、、代代代代表表表表質質質質問問問問でででで、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理をををを行行行行っっっったところのたところのたところのたところの、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理のののの正規職員正規職員正規職員正規職員のとこのとこのとこのとこ○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員ろはろはろはろは無難無難無難無難なななな形形形形でででで雇雇雇雇用用用用条条条条件件件件はなはなはなはなっっっっているだろているだろているだろているだろうううう。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理になになになになっっっったところのたところのたところのたところの現現現現業業業業部部部部門門門門、、、、非非非非正規正規正規正規のののの人人人人たたたたちちちちがががが今今今今どどどどうううういいいいうううう状態状態状態状態になになになになっっっっているのかといているのかといているのかといているのかといううううことをことをことをことを調調調調べべべべてくださいとてくださいとてくださいとてくださいと言言言言っっっっていたらていたらていたらていたら、、、、けさけさけさけさ、、、、こことはこことはこことはこことは関係関係関係関係ないですけれどもないですけれどもないですけれどもないですけれども、、、、雇雇雇雇用用用用労労労労政課政課政課政課からからからから、、、、ももももうううう本当本当本当本当にににに何何何何とととといいいいうううう紙切紙切紙切紙切れだといれだといれだといれだといううううふふふふううううなななな紙切紙切紙切紙切れをれをれをれを持持持持っっっっててててききききてててて、、、、何何何何ももももわわわわからないからないからないからない数値数値数値数値をををを持持持持っっっっててててききききているのているのているのているのですですですです。。。。といといといといううううことはことはことはことは、、、、リハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターリハビリテーションセンターのののの中中中中でどでどでどでどうううういいいいううううことがことがことがことが起起起起ききききているのかているのかているのかているのかといといといというううう話話話話もももも含含含含めてめてめてめて、、、、具具具具体体体体的的的的にににに指定管理指定管理指定管理指定管理になれになれになれになればばばばどどどどうううういいいいうううう状態状態状態状態がこのがこのがこのがこの５５５５年年年年間間間間進進進進んんんんででででききききてててて、、、、ななななるほどるほどるほどるほど、、、、理学療法理学療法理学療法理学療法士士士士とかとかとかとか目目目目にににに見見見見えるところのえるところのえるところのえるところの部分部分部分部分はははは入入入入れてれてれてれて、、、、今今今今のののの診療報診療報診療報診療報酬酬酬酬にににに見合見合見合見合うううう形形形形のののの収収収収入入入入ははははふふふふえてえてえてえて、、、、目目目目にににに見見見見えるえるえるえる形形形形ではではではでは回回回回転転転転はしているとはしているとはしているとはしていると思思思思ううううのですのですのですのです。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、ほほほほんんんんととととううううにこれにこれにこれにこれ、、、、このこのこのこの形形形形でででで出出出出たたたた数数数数字字字字だけがだけがだけがだけがひひひひとりとりとりとり歩歩歩歩ききききしながらしながらしながらしながら、、、、実実実実際際際際のところののところののところののところの分野分野分野分野といといといといううううかかかか、、、、目目目目がががが届届届届かなかなかなかなけれけれけれければばばばいけないところがいけないところがいけないところがいけないところが見見見見えてこないえてこないえてこないえてこない状況状況状況状況にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ももももっっっっとととと指定管理指定管理指定管理指定管理のののの中中中中でもでもでもでもチチチチェェェェッッッッククククをををを入入入入れてほしいとれてほしいとれてほしいとれてほしいと思思思思っっっっているのですけれどもているのですけれどもているのですけれどもているのですけれども、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところはのところはのところはのところは調調調調べべべべることはでることはでることはでることはでききききるるるるわわわわけけけけですかですかですかですか。。。。言言言言いいいいややややすいところはすいところはすいところはすいところは数値数値数値数値としてとしてとしてとして出出出出すすすす。。。。理学療法理学療法理学療法理学療法士士士士はははは３０３０３０３０人人人人ふふふふややややしましたしましたしましたしました、、、、若若若若いいいい人人人人をといをといをといをといううううふふふふううううにににに言言言言うわうわうわうわけでしけでしけでしけでしょうょうょうょう。。。。それでそれでそれでそれで、、、、金金金金額的額的額的額的にもまあまあのにもまあまあのにもまあまあのにもまあまあの形形形形でででで払払払払っっっっていますでしていますでしていますでしていますでしょうょうょうょう。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、ほかのほかのほかのほかの目目目目にににに見見見見えないえないえないえない給給給給食食食食とかとかとかとか清掃清掃清掃清掃とかそとかそとかそとかそうううういいいいうううう納納納納入業入業入業入業者者者者、、、、官官官官であれであれであれであればばばば、、、、つけつけつけつけ届届届届けとかそけとかそけとかそけとかそうううういいいいううううのはなくなりますでしのはなくなりますでしのはなくなりますでしのはなくなりますでしょうょうょうょう。。。。指定管理指定管理指定管理指定管理であれであれであれであればばばば、、、、そそそそうううういいいいううううことはもことはもことはもことはもうううう復復復復活活活活しているのかしていないのかとかしているのかしていないのかとかしているのかしていないのかとかしているのかしていないのかとか、、、、そそそそうううういいいいううううこともこともこともことも含含含含めてめてめてめて、、、、そそそそうううういいいいうううう体体体体制制制制きちっきちっきちっきちっとととととれているのかどとれているのかどとれているのかどとれているのかどううううかといかといかといかといううううのもすごくのもすごくのもすごくのもすごく危惧危惧危惧危惧するところなのですするところなのですするところなのですするところなのです。。。。そそそそうううういいいいううううところはところはところはところはチチチチェェェェッッッッククククででででききききていますかていますかていますかていますか。。。。雇雇雇雇用用用用全般全般全般全般につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部でおでおでおでお答答答答えでえでえでえでききききないですけれどないですけれどないですけれどないですけれど○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長もももも、、、、今今今今、、、、このこのこのこのリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション関係関係関係関係でででで資資資資料料料料をををを持持持持っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、おおおお答答答答えさえさえさえさせせせせていただていただていただていただききききますとますとますとますと、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度、、、、今今今今のののの指定管理指定管理指定管理指定管理期間期間期間期間でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ここここのののの事事事事業団業団業団業団でででで雇雇雇雇用用用用しているしているしているしている障害者障害者障害者障害者数数数数はははは１１１１人人人人ずずずずつですつですつですつです。。。。それはそれはそれはそれはずっずっずっずっとととと変変変変わっわっわっわっておりまておりまておりまておりませせせせんんんん。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度現年度現年度現年度現在在在在でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、事事事事業団業団業団業団からからからから再再再再委委委委託託託託してしてしてして清掃清掃清掃清掃委委委委託託託託ををををやっやっやっやっておりますておりますておりますております。。。。そのそのそのその場場場場合合合合はははは、、、、現現現現在在在在、、、、清掃清掃清掃清掃委委委委託託託託８８８８人人人人ののののパーパーパーパートトトトとかとかとかとかアルアルアルアルババババイイイイトトトトででででやっやっやっやっていただいていただいていただいていただいているのですけれどもているのですけれどもているのですけれどもているのですけれども、、、、うちうちうちうち２２２２人人人人がががが障害者障害者障害者障害者といといといというううう状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。そのほかのそのほかのそのほかのそのほかの分野分野分野分野につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、雇雇雇雇用用用用労労労労政課等政課等政課等政課等とととと調調調調整整整整してしてしてして検討検討検討検討していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。雇雇雇雇用用用用労労労労政課政課政課政課はははは労労労労働働働働政策政策政策政策でででで資資資資料料料料をををを出出出出してしてしてしてききききてててて、、、、話話話話していてしていてしていてしていて。。。。リハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショ○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員ンセンターンセンターンセンターンセンターをををを全体全体全体全体的的的的にににに統統統統括括括括しててしててしててしてて、、、、そこのところのそこのところのそこのところのそこのところの具具具具体体体体的的的的なななな全体全体全体全体のののの運運運運営営営営のことにのことにのことにのことに関関関関してはしてはしてはしては、、、、やっやっやっやっぱぱぱぱりりりり報告報告報告報告、、、、ここでここでここでここでやっやっやっやってもらいたいですてもらいたいですてもらいたいですてもらいたいです。。。。そそそそんんんんなのなのなのなの雇雇雇雇用用用用労労労労政課政課政課政課をををを通通通通さなくてもいいのさなくてもいいのさなくてもいいのさなくてもいいの
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ではといではといではといではといううううよよよよううううなななな話話話話でででで、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理のののの問題問題問題問題といといといといううううのはのはのはのは、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん議会議会議会議会からからからから見見見見えなくなえなくなえなくなえなくなっっっっていていていていくくくく。。。。行行行行政改政改政改政改革革革革だとだとだとだとススススリリリリムムムムでででで走走走走るのはいいけれどもるのはいいけれどもるのはいいけれどもるのはいいけれども、、、、本本本本来来来来全体全体全体全体でででで、、、、リハビリリハビリリハビリリハビリのののの公公公公共共共共ののののササササービービービービススススといといといといううううのですかのですかのですかのですか、、、、担担担担保保保保しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないのにいけないのにいけないのにいけないのに、、、、何何何何かこかこかこかこうううう、、、、一一一一つのつのつのつの価価価価値値値値観観観観でででで走走走走っっっっているているているているといといといといううううよよよよううううなななな気気気気がしますがしますがしますがします。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長ほかにほかにほかにほかに発発発発言言言言がなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして付託付託付託付託議案議案議案議案にににに対対対対するするするする質質質質疑疑疑疑をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。続続続続いていていていて、、、、採採採採決決決決にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、付託付託付託付託議案議案議案議案についてについてについてについて意意意意見見見見をををを求求求求めますめますめますめます。。。。ごごごご発発発発言言言言願願願願いますいますいますいます。。。。先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、このこのこのこの議第議第議第議第７８７８７８７８号号号号とととと議第議第議第議第７９７９７９７９号号号号のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの問問問問○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員題題題題につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ問題問題問題問題がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理によらによらによらによらずずずずにににに、、、、直直直直営営営営でするでするでするでするべべべべききききでででではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては反反反反対対対対いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその他他他他のところにつのところにつのところにつのところにつききききましてもましてもましてもましても、、、、職員職員職員職員給給給給与与与与のののの引引引引きききき下下下下げげげげがすがすがすがすべべべべてにてにてにてに入入入入っっっっておりますておりますておりますておりますのでのでのでので、、、、反反反反対対対対いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ただいまただいまただいまただいま議案議案議案議案となとなとなとなっっっっておりますておりますておりますております議第議第議第議第６８６８６８６８号号号号、、、、議第議第議第議第７８７８７８７８号号号号、、、、議第議第議第議第７９７９７９７９号号号号、、、、議第議第議第議第○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員８１８１８１８１号号号号、、、、報第報第報第報第２８２８２８２８号号号号のののの案案案案件件件件につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、賛賛賛賛成成成成ですですですです。。。。ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長いろいろいろいろいろいろいろいろ言言言言いましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、特特特特にににに指定管理指定管理指定管理指定管理のことにのことにのことにのことに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ももももうううう少少少少ししししチチチチ○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員ェェェェッッッックククク体体体体制制制制といといといといううううのをのをのをのをやっやっやっやっていけていけていけていけばばばばとととと思思思思いながらもいながらもいながらもいながらも、、、、まあまあまあまあ良良良良いだろいだろいだろいだろううううといといといといううううことですことですことですことです。。。。ただいまのただいまのただいまのただいまの議案議案議案議案についてについてについてについて賛賛賛賛成成成成したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員厚生委員会厚生委員会厚生委員会厚生委員会にににに付託付託付託付託されましたされましたされましたされました議案議案議案議案についてはについてはについてはについては賛賛賛賛成成成成をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員 議第議第議第議第６８６８６８６８号号号号中中中中当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分、、、、議第議第議第議第７８７８７８７８号号号号、、、、議第議第議第議第７９７９７９７９号号号号についてはについてはについてはについては、、、、委員委員委員委員○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長よりよりよりより反反反反対対対対のののの意意意意見見見見がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、起起起起立立立立によりによりによりにより採採採採決決決決しますしますしますします。。。。議第議第議第議第６８６８６８６８号号号号中中中中当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分、、、、議第議第議第議第７８７８７８７８号号号号、、、、議第議第議第議第７９７９７９７９号号号号についてについてについてについて、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可可可可決決決決するするするすることにことにことにことに賛賛賛賛成成成成のののの方方方方のののの起起起起立立立立をををを求求求求めますめますめますめます。。。。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立立立立））））ごごごご着着着着席願席願席願席願いますいますいますいます。。。。起起起起立立立立多数多数多数多数でありますでありますでありますであります。。。。よよよよっっっってててて、、、、議第議第議第議第６８６８６８６８号号号号中中中中当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分、、、、議第議第議第議第７７７７８８８８号号号号、、、、議第議第議第議第７９７９７９７９号号号号についてはについてはについてはについては、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可可可可決決決決することにすることにすることにすることに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。次次次次にににに、、、、残残残残余余余余のののの議案議案議案議案についてはについてはについてはについては簡易採簡易採簡易採簡易採決決決決によりによりによりにより行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご異異異異議議議議ごごごござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。 （（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお諮諮諮諮りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。
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議第議第議第議第８１８１８１８１号号号号中中中中当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分についてはについてはについてはについては、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可可可可決決決決することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議議議議ありまありまありまありませせせせんんんんかかかか。。。。 （（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「ごごごご異異異異議議議議がないものとがないものとがないものとがないものと認認認認めますめますめますめます。。。。よよよよっっっってててて、、、、議第議第議第議第８１８１８１８１号号号号中中中中当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分当委員会所管分についてはについてはについてはについては、、、、原原原原案案案案どおりどおりどおりどおり可可可可決決決決することにすることにすることにすることに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。次次次次にににに、、、、報告案報告案報告案報告案件件件件についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。報第報第報第報第２８２８２８２８号号号号についてはについてはについてはについては、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの説明説明説明説明をもをもをもをもっっっってててて理事者理事者理事者理事者よりよりよりより詳細詳細詳細詳細なななな報告報告報告報告をををを受受受受けたこととさけたこととさけたこととさけたこととさせせせせていただていただていただていただききききますのでますのでますのでますので、、、、ごごごご了了了了承承承承願願願願いますいますいますいます。。。。これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして付託付託付託付託議案議案議案議案のののの審査審査審査審査をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。次次次次にににに、、、、請願請願請願請願のののの審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。ままままずずずず、、、、９９９９月月月月２２２２４４４４日日日日のののの当委員会当委員会当委員会当委員会でででで協協協協議議議議いただいただいただいただきききき、、、、継継継継続続続続審査審査審査審査となとなとなとなっっっっておりますておりますておりますております請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号、、、、奈良県立奈良病院奈良県立奈良病院奈良県立奈良病院奈良県立奈良病院のののの現地建現地建現地建現地建てかえをてかえをてかえをてかえを求求求求めるめるめるめる請願書請願書請願書請願書についてについてについてについて審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。審査審査審査審査のののの前前前前にににに、、、、このこのこのこの請願請願請願請願にににに関連関連関連関連しましてしましてしましてしまして、、、、武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長からからからから新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの整備整備整備整備にににに係係係係るるるる検討検討検討検討状況状況状況状況についてについてについてについて報告報告報告報告のののの申申申申しししし出出出出がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、報告願報告願報告願報告願いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの整備整備整備整備にににに係係係係るるるる検討検討検討検討状況状況状況状況についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明申申申申○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長しししし上上上上げげげげますますますます。。。。厚生委員会資厚生委員会資厚生委員会資厚生委員会資料料料料のののの２２２２をごらをごらをごらをごらんんんんいただけますでしいただけますでしいただけますでしいただけますでしょうょうょうょうかかかか。。。。ままままずずずず資資資資料料料料のののの１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの目目目目指指指指すすすす医療医療医療医療のののの考考考考ええええ方方方方についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。新新新新病院病院病院病院ののののココココンセンセンセンセププププトトトトはははは、、、、北和北和北和北和地地地地域域域域のののの地地地地域域域域医療医療医療医療のののの核核核核となるとなるとなるとなる「「「「中中中中央央央央病院病院病院病院 、、、、２２２２つつつつ目目目目にににに、、、、患患患患者者者者」」」」ささささんんんんをををを絶絶絶絶対対対対にににに断断断断らないらないらないらない救救救救命命命命救急救急救急救急シシシシスススステテテテムムムムのののの「「「「最最最最後後後後のののの砦砦砦砦」」」」となるとなるとなるとなる基基基基幹幹幹幹病院病院病院病院、、、、３３３３番番番番目目目目にににに、、、、脳卒脳卒脳卒脳卒中中中中やややや心心心心筋梗塞筋梗塞筋梗塞筋梗塞などなどなどなど重症重症重症重症患患患患者者者者へへへへのののの対対対対応応応応やややや最最最最先先先先端端端端のがのがのがのがんんんん治療治療治療治療をををを行行行行うううう「「「「高度医療高度医療高度医療高度医療拠拠拠拠点点点点病院病院病院病院」」」」のののの３３３３点点点点でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、周産期周産期周産期周産期医療医療医療医療、、、、小小小小児児児児医療医療医療医療についてもについてもについてもについても、、、、新新新新病院病院病院病院をををを核核核核とするとするとするとする地地地地域域域域医療連医療連医療連医療連携携携携体体体体制制制制によりによりによりにより積積積積極極極極的的的的にににに対対対対応応応応ででででききききるるるる体体体体制制制制をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれれれれ整備整備整備整備したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。新新新新病院病院病院病院のののの機機機機能能能能ののののイメイメイメイメーーーージジジジについてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、資資資資料料料料のののの三三三三角角角角形形形形のののの図図図図でごでごでごでご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。三三三三角角角角形形形形のののの左側左側左側左側のののの図図図図でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、現現現現在在在在のののの県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの患患患患者者者者のののの対対対対応状況応状況応状況応状況についてについてについてについてあらあらあらあらわわわわしておりますしておりますしておりますしております。。。。現現現現在在在在のののの病院病院病院病院はははは、、、、多数多数多数多数のののの軽軽軽軽症症症症のののの患患患患者者者者からからからから、、、、人人人人数数数数はははは少少少少ないけれどもないけれどもないけれどもないけれども治療治療治療治療のためにのためにのためにのために多多多多くのくのくのくのススススタタタタッフッフッフッフをををを要要要要するするするする重症重症重症重症なななな患患患患者者者者までまでまでまで、、、、すすすすべべべべてのてのてのての患患患患者者者者にににに対対対対応応応応しておりますしておりますしておりますしております。。。。一一一一方方方方、、、、一一一一次次次次のののの軽軽軽軽症症症症なななな患患患患者者者者にににに対対対対するするするする負担負担負担負担がががが多多多多いことからいことからいことからいことから、、、、三次三次三次三次のののの重症重症重症重症なななな患患患患者者者者のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制がががが不不不不十十十十分分分分なななな状況状況状況状況となとなとなとなっっっっているているているている現現現現状状状状がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの現現現現状状状状のままではのままではのままではのままでは、、、、今今今今後後後後ますますますますますますますます必必必必要性要性要性要性がががが増増増増してくるしてくるしてくるしてくる急性期急性期急性期急性期患患患患者者者者やややや高度高度高度高度なななな医療医療医療医療をををを必必必必要要要要とするとするとするとする患患患患者者者者、、、、多多多多くのくのくのくの医療医療医療医療ススススタタタタッフッフッフッフがががが必必必必要要要要なななな医医医医療療療療へへへへのののの対対対対応応応応がががが困困困困難難難難となることからとなることからとなることからとなることから、、、、手手手手術術術術やややや処処処処置置置置等等等等のののの必必必必要性要性要性要性がががが低低低低いいいい軽軽軽軽症症症症のののの患患患患者者者者やややや回復回復回復回復期期期期のののの患患患患
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者者者者についてはについてはについてはについては地地地地域域域域のののの医療医療医療医療機機機機関関関関でででで対対対対応応応応するよするよするよするようううう、、、、役役役役割割割割分分分分担担担担をををを行行行行っっっってまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、北和北和北和北和地地地地域域域域のののの医療医療医療医療機機機機関及関及関及関及びびびび医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者でででで構構構構成成成成するするするする北和北和北和北和地地地地域域域域医療連絡医療連絡医療連絡医療連絡協協協協議会議会議会議会をををを設置設置設置設置しししし、、、、新新新新病院病院病院病院のののの担担担担ううううべべべべきききき医療医療医療医療のののの役役役役割割割割をををを明確明確明確明確にしたにしたにしたにした上上上上でででで、、、、各各各各医療医療医療医療機機機機関関関関とのとのとのとの役役役役割割割割分分分分担担担担やややや新新新新病院病院病院病院とのとのとのとの連連連連携携携携のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて議議議議論論論論をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。なおなおなおなお、、、、これらのこれらのこれらのこれらの機機機機能能能能にににに必必必必要要要要なななな新新新新病院病院病院病院のののの病病病病床床床床数数数数はははは北和北和北和北和地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療状況状況状況状況についてのについてのについてのについての調調調調査査査査をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、現現現現時時時時点点点点ではではではでは約約約約５５５５００００００００床床床床程程程程度度度度とととと見見見見込込込込んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。今今今今後後後後のののの詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、、、、さらにさらにさらにさらに検討検討検討検討をしていをしていをしていをしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの外外外外来来来来像像像像についてについてについてについて、、、、２２２２ペペペペーーーージジジジをごらをごらをごらをごらんんんんくださいくださいくださいください。。。。新新新新病院病院病院病院はははは急性期急性期急性期急性期及及及及びびびび高度高度高度高度なななな医療医療医療医療をををを必必必必要要要要とするとするとするとする患患患患者者者者をををを対対対対象象象象とすることからとすることからとすることからとすることから、、、、外外外外来来来来診療診療診療診療はははは原原原原則則則則としてとしてとしてとして地地地地域域域域医療医療医療医療機機機機関関関関ではではではでは対対対対応応応応することがですることがですることがですることができきききないないないない患患患患者者者者のののの紹紹紹紹介介介介をををを受受受受けることをまけることをまけることをまけることをまずずずず考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。またまたまたまた、、、、そのほかそのほかそのほかそのほか外外外外来来来来機機機機能能能能としてはとしてはとしてはとしては、、、、日日日日帰帰帰帰りのりのりのりの手手手手術術術術、、、、抗抗抗抗ががががんんんん剤剤剤剤治療等治療等治療等治療等のののの化化化化学療法学療法学療法学療法をををを行行行行ううううとともにとともにとともにとともに、、、、診療診療診療診療ををををセンターセンターセンターセンター化化化化してしてしてして、、、、ががががんんんん、、、、脳卒脳卒脳卒脳卒中中中中、、、、心心心心臓疾臓疾臓疾臓疾患患患患等等等等のののの重重重重要要要要疾疾疾疾患患患患についてについてについてについてはははは専専専専門門門門のののの医療医療医療医療機機機機能能能能もももも充充充充実実実実ささささせせせせたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。今今今今後後後後、、、、医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者やややや地地地地元元元元住住住住民民民民のののの方方方方ななななどとどとどとどと新新新新病院病院病院病院のののの外外外外来来来来のののの機機機機能能能能やややや対対対対象象象象についてはについてはについてはについては協協協協議議議議をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、ささささききききにににに申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました北和北和北和北和地地地地域域域域医療連医療連医療連医療連携携携携協協協協議会議会議会議会においてにおいてにおいてにおいて地地地地域域域域のののの医療連医療連医療連医療連携携携携やややや役役役役割割割割分分分分担担担担をををを進進進進めめめめ、、、、これまでこれまでこれまでこれまで現病院現病院現病院現病院をををを利利利利用用用用されているされているされているされている方方方方 々々々々のののの医療医療医療医療にににに支支支支障障障障がないよがないよがないよがないよううううにににに進進進進めていめていめていめていききききたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの整備場整備場整備場整備場所所所所のののの比較比較比較比較検討検討検討検討についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。３３３３ペペペペーーーージジジジをおをおをおをお開開開開ききききいただけますでしいただけますでしいただけますでしいただけますでしょうょうょうょうかかかか。。。。ここではここではここではここでは、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区とととと六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区のののの現現現現在在在在のののの敷敷敷敷地地地地のののの概概概概要要要要とととと新新新新病院病院病院病院整備後整備後整備後整備後のののの土土土土地地地地のののの利利利利用用用用案案案案ののののイメイメイメイメーーーージジジジについてについてについてについて記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。敷敷敷敷地地地地のののの概概概概要要要要でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、②②②②敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積としてとしてとしてとして、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区がががが約約約約５５５５ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルル、、、、六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区がががが約約約約１２１２１２１２ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルごごごござざざざいますいますいますいます。。。。③③③③のののの敷敷敷敷地条地条地条地条件件件件でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区はははは市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域でででで、、、、用用用用途途途途地地地地域域域域はははは第第第第１１１１種種種種のののの住住住住居居居居地地地地域域域域でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。１１１１５５５５メメメメーーーートトトトルルルルのののの高度地高度地高度地高度地区区区区にににに指定指定指定指定されておされておされておされておるところでごるところでごるところでごるところでござざざざいますいますいますいます。。。。一方一方一方一方、、、、六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、市市市市街街街街化化化化調調調調整整整整区区区区域域域域となとなとなとなっっっっておりておりておりておりますますますます。。。。次次次次にににに、、、、４４４４ペペペペーーーージジジジをごらをごらをごらをごらんんんんいただけますでしいただけますでしいただけますでしいただけますでしょうょうょうょうかかかか。。。。比較比較比較比較検討検討検討検討でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ここではここではここではここでは、、、、今今今今までまでまでまで比較比較比較比較検討検討検討検討をををを項項項項目目目目ごとにごとにごとにごとに、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区でででで現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えをしたえをしたえをしたえをした場場場場合合合合とととと六六六六条山条山条山条山地地地地区区区区へへへへ移転移転移転移転したしたしたした場場場場合合合合のののの検討結果検討結果検討結果検討結果をををを整整整整理理理理してしてしてして一一一一覧覧覧覧表表表表にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。このこのこのこの比較比較比較比較検討検討検討検討のののの中中中中でででで特特特特にににに重重重重要要要要とととと思思思思わわわわれるれるれるれる項項項項目目目目についてはについてはについてはについては黄色黄色黄色黄色のののの色色色色づづづづけをしておりますけをしておりますけをしておりますけをしております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、５５５５ペペペペーーーージジジジ以以以以降降降降ににににそれそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの比較比較比較比較検討検討検討検討のののの内容内容内容内容をををを説明説明説明説明するするするする資資資資料料料料をおつけしておりますがをおつけしておりますがをおつけしておりますがをおつけしておりますが、、、、時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで特特特特にににに重重重重要要要要とととと思思思思わわわわれるところをれるところをれるところをれるところを重重重重点的点的点的点的にごにごにごにご説明説明説明説明ささささせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。
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ままままずずずず病院病院病院病院のののの敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、４４４４ペペペペーーーージジジジのののの１１１１、、、、病院病院病院病院機機機機能能能能、、、、①①①①病院病院病院病院敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積につにつにつにつききききまままましてはしてはしてはしては、、、、新新新新病院病院病院病院のののの機機機機能能能能をををを効効効効果的果的果的果的、、、、効率効率効率効率的的的的にににに発発発発揮揮揮揮するためにするためにするためにするために適適適適したしたしたした病院病院病院病院敷敷敷敷地地地地のののの配配配配置置置置計計計計画画画画のののの可可可可能能能能性性性性やややや、、、、将将将将来来来来のののの増増増増改改改改築築築築のののの拡拡拡拡張張張張性性性性などをなどをなどをなどを考慮考慮考慮考慮したしたしたした敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積のののの妥妥妥妥当当当当性性性性についてについてについてについて検討検討検討検討をいたしまをいたしまをいたしまをいたしましたしたしたした。。。。平平平平松松松松地地地地区区区区はははは既既既既存存存存のののの建建建建物物物物があるためにがあるためにがあるためにがあるために、、、、新新新新病院病院病院病院はははは病院本館病院本館病院本館病院本館をををを南側南側南側南側にににに寄寄寄寄せせせせてててて整備整備整備整備するこするこするこすることしかでとしかでとしかでとしかでききききまままませせせせんんんんがががが、、、、またまたまたまた将将将将来来来来のののの増増増増改改改改築築築築等等等等のののの拡拡拡拡張張張張スペスペスペスペーーーーススススもももも不不不不足足足足しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいいいいますますますます。。。。六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区はははは造成造成造成造成によりによりによりにより更更更更地地地地でででで建建建建設設設設がががが可可可可能能能能なためなためなためなため、、、、病院病院病院病院のののの配配配配置置置置のののの自自自自由由由由度度度度がががが高高高高くくくく、、、、ままままたたたた将将将将来来来来のののの増増増増改改改改築築築築、、、、医療医療医療医療機機機機能能能能のののの拡大拡大拡大拡大などのなどのなどのなどの拡拡拡拡張張張張性性性性についてもについてもについてもについても対対対対応応応応がががが可可可可能能能能なところでごなところでごなところでごなところでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。必必必必要要要要なななな医療医療医療医療のののの提提提提供供供供開開開開始始始始、、、、要要要要はははは病院病院病院病院がいつからがいつからがいつからがいつから医療医療医療医療をををを提提提提供供供供ででででききききるかといるかといるかといるかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジをごらをごらをごらをごらんんんんくださいくださいくださいください。。。。平平平平松松松松地地地地区区区区につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、現病院現病院現病院現病院のののの診療診療診療診療をををを継継継継続続続続しなしなしなしながらがらがらがら建建建建築築築築工工工工事事事事をををを行行行行ううううこととなるためにこととなるためにこととなるためにこととなるために、、、、現現現現在在在在あるあるあるある建建建建物物物物をををを一部解体一部解体一部解体一部解体してしてしてして、、、、そこにそこにそこにそこに新新新新しいしいしいしい建建建建物物物物をををを建建建建築築築築するといするといするといするというううう段階的段階的段階的段階的なななな工工工工事事事事をををを繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして進進進進めることになりますめることになりますめることになりますめることになります。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、工工工工事事事事着工着工着工着工からからからから完完完完成成成成、、、、供供供供用用用用までまでまでまで約約約約８８８８年年年年半半半半をををを要要要要することとなりますすることとなりますすることとなりますすることとなります。。。。六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、ままままずずずず造成造成造成造成をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその後後後後建建建建築築築築工工工工事事事事をををを行行行行ううううことになりますがことになりますがことになりますがことになりますが、、、、建建建建築築築築工工工工事事事事はははは１１１１期工期工期工期工事事事事でででで施工施工施工施工ででででききききることからることからることからることから、、、、着工着工着工着工からからからから施工施工施工施工までのまでのまでのまでの期間期間期間期間はははは約約約約４４４４年年年年となりますとなりますとなりますとなります。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、現地建現地建現地建現地建てかてかてかてかえのえのえのえの場場場場合合合合はははは工工工工事事事事期間期間期間期間のののの長長長長期化期化期化期化によりによりによりにより、、、、必必必必要要要要なななな医療医療医療医療のののの提提提提供供供供のののの時時時時期期期期がががが移転移転移転移転建建建建築築築築にするにするにするにする場場場場合合合合にににに比比比比べべべべておくれることとなりますておくれることとなりますておくれることとなりますておくれることとなります。。。。次次次次にににに、、、、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送へへへへのののの対対対対応応応応性性性性でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、救急車救急車救急車救急車等等等等のののの救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送にににに対対対対するするするするアアアアクセクセクセクセスススス性性性性につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、５５５５ペペペペーーーージジジジをおをおをおをお開開開開ききききいただけますでしいただけますでしいただけますでしいただけますでしょうょうょうょうかかかか。。。。救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送へへへへのののの対対対対応応応応性性性性、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区へへへへののののアアアアクセクセクセクセススススとととと書書書書いてあるいてあるいてあるいてあるペペペペーーーージジジジでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。北和北和北和北和のののの各各各各地地地地域域域域からのからのからのからのアアアアクセクセクセクセスススス性性性性をををを評価評価評価評価するためにするためにするためにするために、、、、各市各市各市各市役役役役所所所所やややや役役役役場場場場をををを代代代代表表表表地地地地点点点点としましてとしましてとしましてとしまして選選選選定定定定しししし、、、、そこからそこからそこからそこから病院病院病院病院までのまでのまでのまでの移移移移動動動動時時時時間間間間とととと各市各市各市各市町町町町のののの人人人人口口口口をををを掛掛掛掛けけけけ合合合合わせわせわせわせてててて加加加加重重重重したしたしたした延延延延べべべべ時時時時間間間間でででで比較比較比較比較をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、奈良医療奈良医療奈良医療奈良医療圏圏圏圏とととと西和西和西和西和医療医療医療医療圏圏圏圏をををを合合合合わせわせわせわせたたたた北和北和北和北和地地地地域域域域全体全体全体全体ののののアアアアクセクセクセクセスススス性性性性についてはについてはについてはについては、、、、どどどどちちちちらもほらもほらもほらもほぼぼぼぼ同同同同じじじじ程程程程度度度度となるとなるとなるとなる結果結果結果結果でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、公公公公共共共共交交交交通通通通機機機機関関関関ののののアアアアクセクセクセクセスススス性性性性についてについてについてについて、、、、６６６６ペペペペーーーージジジジをごらをごらをごらをごらんんんんくださいくださいくださいください。。。。鉄鉄鉄鉄道道道道ややややババババスススス路路路路線線線線をををを活活活活用用用用したしたしたした場場場場合合合合のののの各各各各駅駅駅駅からのからのからのからの新新新新病院病院病院病院までのまでのまでのまでのアアアアクセクセクセクセスススス時時時時間間間間をををを示示示示しておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄大大大大和西和西和西和西大大大大寺駅寺駅寺駅寺駅からのからのからのからのアアアアクセクセクセクセスススス性性性性はははは平平平平松松松松地地地地区区区区がががが優位優位優位優位でででで、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄富雄駅富雄駅富雄駅富雄駅やややや近鉄近鉄近鉄近鉄大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山駅駅駅駅からからからからののののアアアアクセクセクセクセスススス性性性性はははは六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区がががが優位優位優位優位、、、、近鉄近鉄近鉄近鉄学学学学園園園園前前前前駅駅駅駅からのからのからのからのアアアアクセクセクセクセスススス性性性性はほはほはほはほぼぼぼぼ同同同同等等等等となとなとなとなっっっっておておておておるところでごるところでごるところでごるところでござざざざいますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、事事事事業業業業費費費費のののの比較比較比較比較でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。済済済済みみみみまままませせせせんんんん、、、、４４４４ペペペペーーーージジジジのののの比較比較比較比較表表表表にににに戻戻戻戻っっっっていただていただていただていただききききまままま
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してしてしてして、、、、２２２２、、、、経済性経済性経済性経済性のののの①①①①事事事事業業業業費費費費でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。新新新新病院病院病院病院のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする事事事事業業業業費費費費につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えのえのえのえの場場場場合合合合はははは診療診療診療診療をををを続続続続けながらけながらけながらけながらのののの工工工工事事事事となるためにとなるためにとなるためにとなるために、、、、防防防防音音音音対策等対策等対策等対策等のののの仮仮仮仮設設設設費費費費やややや工工工工事事事事中中中中のののの病院病院病院病院利利利利用用用用者者者者のののの安全対策費安全対策費安全対策費安全対策費がががが高高高高くなりくなりくなりくなりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、看護学校看護学校看護学校看護学校のののの移転移転移転移転がががが必必必必要要要要となりますとなりますとなりますとなります。。。。一方一方一方一方、、、、六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区にににに移転移転移転移転するするするする場場場場合合合合はははは、、、、造造造造成費成費成費成費やややや用用用用地地地地取取取取得得得得費費費費がががが必必必必要要要要となりますとなりますとなりますとなります。。。。このよこのよこのよこのよううううなことをなことをなことをなことを総合総合総合総合してしてしてして勘勘勘勘案案案案するとするとするとすると、、、、概概概概算算算算ですがですがですがですが、、、、病院病院病院病院整備整備整備整備にににに係係係係るるるる事事事事業業業業費全体費全体費全体費全体についてはについてはについてはについては現地建現地建現地建現地建てててて替替替替ええええ、、、、移転移転移転移転のいのいのいのいずずずずれについてもれについてもれについてもれについても大大大大ききききくはくはくはくは変変変変わわわわらないものとらないものとらないものとらないものと見見見見込込込込んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。次次次次にににに、、、、工工工工事事事事中中中中のののの周辺周辺周辺周辺地地地地域域域域へへへへのののの影響影響影響影響でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジとととと１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジにおにおにおにお示示示示しをしておりますしをしておりますしをしておりますしをしております。。。。ままままずずずず１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジでごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、平平平平松松松松地地地地区区区区につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、工工工工事事事事期間中期間中期間中期間中はははは既既既既存存存存のののの建建建建物物物物のののの解体解体解体解体がらのがらのがらのがらの搬搬搬搬出出出出やややや新新新新築築築築建建建建物物物物のののの資資資資材材材材のののの搬入搬入搬入搬入などなどなどなど、、、、さらにはさらにはさらにはさらには工工工工事事事事用用用用のののの大型車大型車大型車大型車両両両両のののの往往往往来来来来がががが多数多数多数多数発発発発生生生生することとなりますすることとなりますすることとなりますすることとなります。。。。周辺道周辺道周辺道周辺道路路路路のののの状況状況状況状況をををを見見見見ててててみみみみますとますとますとますと、、、、写写写写真真真真をををを見見見見ていただくとおりていただくとおりていただくとおりていただくとおり、、、、道道道道路路路路にはにはにはには人人人人家家家家がががが張張張張りついているとともにりついているとともにりついているとともにりついているとともに、、、、道道道道路路路路幅幅幅幅もももも広広広広くないことからくないことからくないことからくないことから、、、、工工工工事事事事用用用用のののの進進進進入入入入路路路路をどをどをどをどこにこにこにこに設設設設定定定定してもしてもしてもしても、、、、生活生活生活生活交交交交通通通通道道道道路路路路のののの支支支支障障障障、、、、安全安全安全安全確確確確保保保保などなどなどなど周辺周辺周辺周辺地地地地域域域域へへへへのののの影響影響影響影響はははは大大大大ききききいといといといと思思思思わわわわれれれれますますますます。。。。次次次次にににに、、、、１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジにににに六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区のののの状況状況状況状況をおをおをおをお示示示示ししていますししていますししていますししています。。。。周辺道周辺道周辺道周辺道路路路路のののの状況状況状況状況をををを示示示示してましてましてましてますがすがすがすが、、、、工工工工事事事事用用用用のののの道道道道路路路路はははは、、、、移転移転移転移転候候候候補地補地補地補地のののの西側西側西側西側にあるにあるにあるにある県県県県道道道道枚枚枚枚方方方方大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山線線線線からのからのからのからの候候候候補地補地補地補地へへへへののののアアアアクセクセクセクセスススス道道道道路路路路をををを整備整備整備整備してしてしてして工工工工事事事事車車車車両両両両がががが出出出出入入入入りすることになりますりすることになりますりすることになりますりすることになります。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、近近近近辺辺辺辺にはにはにはには人人人人家家家家がないことからがないことからがないことからがないことから、、、、周辺周辺周辺周辺へへへへのののの影響影響影響影響はははは少少少少ないとないとないとないと思思思思わわわわれますれますれますれます。。。。次次次次にににに、、、、またまたまたまた４４４４ペペペペーーーージジジジのののの方方方方にににに戻戻戻戻っっっっていただていただていただていただききききましてましてましてまして、、、、４４４４のののの工工工工事事事事のののの影響影響影響影響のののの③③③③診療診療診療診療へへへへのののの影響影響影響影響ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えをえをえをえを行行行行うううう場場場場合合合合はははは、、、、どどどどううううしてもしてもしてもしても診療診療診療診療をををを続続続続けながらのけながらのけながらのけながらの工工工工事事事事となりまとなりまとなりまとなりますすすす。。。。またまたまたまた工工工工事事事事期間中期間中期間中期間中はははは、、、、先先先先ほどほどほどほど説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました工工工工事事事事のののの各各各各段階段階段階段階においてにおいてにおいてにおいて入入入入院院院院患患患患者者者者ささささんんんんのののの転転転転床床床床やややや外外外外来患来患来患来患者者者者ささささんんんんのののの動動動動線線線線のののの制制制制限限限限、、、、変変変変更更更更などなどなどなど、、、、病院病院病院病院利利利利用用用用者者者者へへへへのののの負担負担負担負担、、、、影響影響影響影響がががが発発発発生生生生いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた、、、、近接近接近接近接工工工工事事事事となることからとなることからとなることからとなることから、、、、工工工工事事事事によるによるによるによる振振振振動動動動、、、、騒音騒音騒音騒音、、、、粉粉粉粉じじじじんんんんなどのなどのなどのなどの診療診療診療診療へへへへのののの影響影響影響影響もももも考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、工工工工事事事事期間中期間中期間中期間中はははは職職職職場場場場環境環境環境環境がががが悪悪悪悪化化化化することからすることからすることからすることから、、、、医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師などなどなどなどへへへへのののの業務業務業務業務のののの負担負担負担負担がががが大大大大ききききくなることがくなることがくなることがくなることが懸念懸念懸念懸念されますされますされますされます。。。。工工工工事事事事中中中中のののの影響影響影響影響、、、、④④④④そのそのそのその他他他他とととと書書書書いてごいてごいてごいてござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えをえをえをえを行行行行うううう場場場場合合合合はははは、、、、工工工工事事事事着工着工着工着工するするするする前前前前にににに、、、、現現現現在在在在敷敷敷敷地地地地のののの中中中中にあるにあるにあるにある看護学校看護学校看護学校看護学校のののの仮仮仮仮移転移転移転移転をするをするをするをする必必必必要要要要がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。看護学校看護学校看護学校看護学校はではではではでききききるだけるだけるだけるだけ病院病院病院病院近近近近くにくにくにくに整備整備整備整備することがすることがすることがすることが望望望望ましいことからましいことからましいことからましいことから、、、、このこのこのこの周辺周辺周辺周辺でででで仮仮仮仮移転移転移転移転のののの適適適適地地地地がががが確確確確保保保保ででででききききるかといるかといるかといるかというううう、、、、まだまだまだまだ解決解決解決解決していないしていないしていないしていない課課課課題題題題がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。
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以上以上以上以上がががが表表表表のののの説明説明説明説明でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、すすすすみみみみまままませせせせんんんん、、、、資資資資料料料料はつけておりまはつけておりまはつけておりまはつけておりませせせせんんんんがががが、、、、口頭口頭口頭口頭でごでごでごでご説説説説明明明明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。新新新新県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院整備検討整備検討整備検討整備検討委員会委員会委員会委員会をををを１２１２１２１２月月月月２２２２日日日日にににに開開開開催催催催したところでごしたところでごしたところでごしたところでござざざざいいいいますがますがますがますが、、、、委員委員委員委員のののの方方方方 々々々々からからからから幾幾幾幾つかごつかごつかごつかご意意意意見見見見ををををちょうちょうちょうちょうだいしましただいしましただいしましただいしました。。。。現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えのえのえのえの工工工工事事事事にににに８８８８年年年年半半半半をををを要要要要することはすることはすることはすることは、、、、今今今今のののの医療医療医療医療状況状況状況状況からからからから危危危危機的機的機的機的であるといであるといであるといであるといううううことことことこと、、、、またまたまたまた工工工工事事事事をををを行行行行いながらいながらいながらいながら診診診診療療療療をををを続続続続けることはけることはけることはけることは患患患患者者者者へへへへのののの影響影響影響影響がががが大大大大きききき過過過過ぎぎぎぎるなどるなどるなどるなど、、、、移転移転移転移転がががが必必必必要要要要とのとのとのとの意意意意見見見見がががが大大大大勢勢勢勢でごでごでごでござざざざいまいまいまいましたしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは、、、、実実実実際際際際、、、、県立医科県立医科県立医科県立医科大大大大学学学学附属附属附属附属病院病院病院病院のののの経経経経験験験験をををを踏踏踏踏まえたごまえたごまえたごまえたご意意意意見見見見をををを多数多数多数多数いただいただいただいただききききましましましましたたたた。。。。以上以上以上以上のよのよのよのよううううなななな比較比較比較比較検討検討検討検討のののの内容内容内容内容やややや比較比較比較比較検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会でのでのでのでの委員委員委員委員のごのごのごのご意意意意見見見見からからからから判断判断判断判断するとするとするとすると、、、、現現現現時時時時点点点点ではではではでは六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区のののの移転移転移転移転がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考えているところでごえているところでごえているところでごえているところでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今後後後後、、、、さらにさらにさらにさらに新新新新病病病病院院院院のののの規規規規模模模模やややや内容内容内容内容をををを精精精精査査査査するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、例例例例ええええばばばばシンシンシンシンポポポポジウジウジウジウムムムムをををを開開開開催催催催するなどするなどするなどするなど、、、、さらにさらにさらにさらに県県県県民民民民のののの方方方方 々々々々のののの声声声声をををを丁寧丁寧丁寧丁寧におにおにおにお聞聞聞聞ききききしながらしながらしながらしながら、、、、またまたまたまた実実実実際際際際、、、、医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者のののの意意意意見見見見もももも踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた上上上上でででで、、、、議会議会議会議会ででででもももも十十十十分議分議分議分議論論論論をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききながらながらながらながら最終最終最終最終的的的的なななな整備場整備場整備場整備場所所所所のののの判断判断判断判断をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。少少少少しししし長長長長くなりましたがくなりましたがくなりましたがくなりましたが、、、、整備場整備場整備場整備場所所所所のののの比較比較比較比較検討検討検討検討にににに係係係係るるるる主主主主なななな説明説明説明説明でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。どどどどううううかごかごかごかご審議審議審議審議のほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長それではそれではそれではそれでは、、、、請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、質質質質疑疑疑疑、、、、意意意意見等見等見等見等があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願願願願いますいますいますいます。。。。現地建現地建現地建現地建てててて替替替替ええええ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは新新新新しいところしいところしいところしいところへへへへのののの建建建建てかえはてかえはてかえはてかえは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれメメメメリリリリットットットット、、、、○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員デデデデメメメメリリリリットットットットがががが私私私私はははは私私私私なりによくなりによくなりによくなりによく理解理解理解理解ででででききききたのですたのですたのですたのです。。。。以以以以前前前前、、、、現地現地現地現地へへへへ行行行行っっっったとたとたとたとききききにもにもにもにも質質質質問問問問したしたしたしたのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、病院病院病院病院をををを、、、、ここここうううういいいいっっっったたたた公公公公共共共共のののの建建建建物物物物をををを動動動動かすといかすといかすといかすといううううのではのではのではのでは、、、、周辺周辺周辺周辺でででで商売商売商売商売したしたしたしたりりりり、、、、それによそれによそれによそれによっっっってててて生活生活生活生活をををを営営営営んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人がおるからがおるからがおるからがおるから、、、、それのそれのそれのそれの影響影響影響影響がありますかとがありますかとがありますかとがありますかと聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、駐車場業駐車場業駐車場業駐車場業をををを営営営営むむむむ方方方方があるがあるがあるがある程程程程度度度度でででで、、、、ほかにほかにほかにほかに商売商売商売商売はそはそはそはそんんんんなになになになに影響影響影響影響ないとないとないとないと聞聞聞聞いたのですけれどもいたのですけれどもいたのですけれどもいたのですけれども、、、、これこれこれこれ、、、、今今今今調調調調べべべべているのかどているのかどているのかどているのかどううううかかかかわわわわからないですけれどもからないですけれどもからないですけれどもからないですけれども、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場をなさをなさをなさをなさっっっっているているているている方方方方はははは何何何何件件件件ぐぐぐぐらいあらいあらいあらいあっっっってててて、、、、それでそれでそれでそれでトトトトータータータータルルルルでででで今今今今のののの病院病院病院病院のののの中中中中にあるにあるにあるにある病院病院病院病院のののの駐車場駐車場駐車場駐車場がいくらあがいくらあがいくらあがいくらあっっっってててて、、、、それそれそれそれでででで商売商売商売商売なさなさなさなさっっっっているているているている方方方方がいくらあがいくらあがいくらあがいくらあっっっってててて、、、、常時常時常時常時そこそこそこそこへへへへ利利利利用用用用にににに患患患患者者者者がががが行行行行くのかくのかくのかくのか行行行行かないのかかないのかかないのかかないのか。。。。確確確確かにかにかにかに業業業業はははは営営営営んんんんでおるけれどもでおるけれどもでおるけれどもでおるけれども、、、、あまりあまりあまりあまり利利利利用用用用がないといがないといがないといがないというううう実実実実態態態態なのかなのかなのかなのか、、、、結構結構結構結構利利利利用用用用者者者者があがあがあがあっっっってててて、、、、ふふふふえているといえているといえているといえているというううう実実実実態態態態なのかなのかなのかなのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺聞聞聞聞かかかかせせせせてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員からからからから、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場のおのおのおのお尋尋尋尋ねねねねでごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、今現今現今現今現○○○○西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長在在在在、、、、奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院にはにはにはには正正正正面面面面とととと東側東側東側東側のところにのところにのところにのところに駐車駐車駐車駐車スペスペスペスペーーーーススススといたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては約約約約５５５５００００００００台台台台のののの規規規規模模模模のののの駐車駐車駐車駐車スペスペスペスペーーーーススススがごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、大大大大変変変変申申申申ししししわわわわけごけごけごけござざざざいまいまいまいませせせせんんんんがががが、、、、そのそのそのその周辺周辺周辺周辺のののの民間民間民間民間のののの駐駐駐駐車場車場車場車場につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいがそのらいがそのらいがそのらいがその病院関係者病院関係者病院関係者病院関係者などのなどのなどのなどの方方方方のののの駐車場駐車場駐車場駐車場なのかといなのかといなのかといなのかといううううのはのはのはのは、、、、そそそそ
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こまではこまではこまではこまでは調調調調べべべべておりまておりまておりまておりませせせせんんんん。。。。またまたまたまた後後後後日日日日、、、、報告報告報告報告をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 今今今今のののの病院病院病院病院内内内内のののの駐車場駐車場駐車場駐車場につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、西崎西崎西崎西崎○○○○畑中医療政策部次長企画管理室長事務取扱畑中医療政策部次長企画管理室長事務取扱畑中医療政策部次長企画管理室長事務取扱畑中医療政策部次長企画管理室長事務取扱新新新新奈良病院建奈良病院建奈良病院建奈良病院建設設設設室長室長室長室長がががが申申申申しししし述述述述べべべべたとおりでごたとおりでごたとおりでごたとおりでござざざざいましていましていましていまして、、、、病院病院病院病院のののの利利利利用用用用者者者者にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、今今今今十十十十分分分分にににに確確確確保保保保ででででききききているとているとているとていると思思思思っっっってごてごてごてござざざざいますいますいますいます。。。。周辺周辺周辺周辺のののの民間民間民間民間のののの駐車場駐車場駐車場駐車場につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、主主主主にににに職員職員職員職員がががが利利利利用用用用しているしているしているしている駐車場駐車場駐車場駐車場だとだとだとだと理解理解理解理解をしてごをしてごをしてごをしてござざざざいますいますいますいます。。。。件件件件数数数数等等等等についてはについてはについてはについては、、、、ちょっちょっちょっちょっとととと今今今今把握把握把握把握ででででききききていまていまていまていませせせせんんんん。。。。またまたまたまた改改改改めてめてめてめて報告報告報告報告ささささせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。わわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員 意意意意見等見等見等見等はよろしいですかはよろしいですかはよろしいですかはよろしいですか。。。。ほかにほかにほかにほかに、、、、質質質質疑疑疑疑、、、、意意意意見等見等見等見等はごはごはごはござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長 今今今今のののの武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長のののの話話話話からからからから知知知知事事事事のののの話話話話もももも含含含含めてめてめてめて、、、、六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区といといといといううううここここ○○○○小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長とがほとがほとがほとがほぼぼぼぼ間間間間違違違違いないいないいないいない感感感感じじじじがするがするがするがするわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、１１１１点点点点だけさらにだけさらにだけさらにだけさらに押押押押さえておかさえておかさえておかさえておかなけれなけれなけれなければばばばいけないのはいけないのはいけないのはいけないのは、、、、未未未未買収買収買収買収地地地地があるといがあるといがあるといがあるというううう話話話話ですですですです。。。。六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区にににに決決決決めてもめてもめてもめても、、、、未未未未買収買収買収買収地地地地ががががううううまくいかなかまくいかなかまくいかなかまくいかなかっっっったたたた場場場場合合合合、、、、建建建建設設設設がでがでがでができきききるのかどるのかどるのかどるのかどううううかといかといかといかといううううとこらとこらとこらとこら辺辺辺辺ははははははははっきっきっきっきりとりとりとりと押押押押さえさえさえさえておかなけれておかなけれておかなけれておかなければばばばいけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかといけないのではないかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺のののの見見見見通通通通しをしをしをしを明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにしていただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 副委員長副委員長副委員長副委員長おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの未未未未買収買収買収買収地地地地でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、確確確確かにかにかにかに民有民有民有民有地地地地とととと○○○○西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長してしてしてして、、、、全体全体全体全体のののの計計計計画画画画がががが１２１２１２１２万万万万平方平方平方平方メメメメーーーートトトトルルルルごごごござざざざいますけどもいますけどもいますけどもいますけども、、、、約約約約１１１１割割割割にににに当当当当たりますたりますたりますたります１１１１万万万万２２２２，，，，００００００００００００平方平方平方平方メメメメーーーートトトトルルルルごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、今今今今、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも整備場整備場整備場整備場所所所所がががが決定決定決定決定しているしているしているしている段階段階段階段階でででではごはごはごはござざざざいまいまいまいませせせせんんんんがががが、、、、病院病院病院病院のののの移転移転移転移転候候候候補地補地補地補地といといといといううううことからことからことからことからククククロロロローーーーズズズズアアアアッッッッププププしてまいりましてしてまいりましてしてまいりましてしてまいりまして、、、、今今今今のところのところのところのところ地地地地権権権権者者者者のののの方方方方、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた関係関係関係関係するするするする自治会自治会自治会自治会のののの皆皆皆皆様様様様にはにはにはには、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、病院病院病院病院のののの建建建建設工設工設工設工事事事事としてとしてとしてとして今計今計今計今計画画画画がありますとがありますとがありますとがありますと、、、、最終最終最終最終的的的的にににに整備場整備場整備場整備場所所所所としてとしてとしてとして決定決定決定決定したしたしたした場場場場合合合合についてはそれについてはそれについてはそれについてはそれぞぞぞぞれごれごれごれご協協協協力力力力はおはおはおはお願願願願いでいでいでいでききききますかといますかといますかといますかというううう話話話話まではまではまではまでは打打打打診診診診をさをさをさをさせせせせていただいておりましてていただいておりましてていただいておりましてていただいておりまして、、、、今今今今ののののところところところところ、、、、病院病院病院病院がががが来来来来るのであれるのであれるのであれるのであればばばばごごごご協協協協力力力力をさをさをさをさせせせせてもらてもらてもらてもらううううといといといというううう話話話話までまでまでまで進進進進んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 といといといといううううことはことはことはことは、、、、ほほほほぼぼぼぼ、、、、反反反反応応応応としてはいいとしてはいいとしてはいいとしてはいい反反反反応応応応をををを住住住住民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方からもらからもらからもらからもら○○○○小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長小泉副委員長っっっっているといているといているといているといううううことですことですことですことですねねねね。。。。ちょっちょっちょっちょっとととと聞聞聞聞いておいておいておいておききききますますますます。。。。今今今今おおおおっっっっししししゃゃゃゃいましたよいましたよいましたよいましたよううううにににに、、、、病院病院病院病院といといといといううううことであれことであれことであれことであればばばば協協協協力力力力をををを○○○○西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長したいといしたいといしたいといしたいといううううのがのがのがのが一一一一応応応応、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方のののの声声声声でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。地地地地権権権権者者者者もももも。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長 今申今申今申今申しししし上上上上げげげげましたよましたよましたよましたよううううにににに、、、、地地地地権権権権者者者者のののの方方方方もももも両両両両方方方方いらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃいまいまいまいま○○○○西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長
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すすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、自治会自治会自治会自治会のののの方方方方もももも同同同同じじじじよよよよううううにににに、、、、地地地地権権権権者者者者のののの方方方方もももも、、、、協協協協力力力力はさはさはさはさせせせせていただくといていただくといていただくといていただくといううううおおおお声声声声はいただいておりますはいただいておりますはいただいておりますはいただいております。。。。ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長逆逆逆逆にににに今今今今までにまでにまでにまでに平平平平松松松松地地地地区区区区でででで、、、、病院病院病院病院がここにあるからこがここにあるからこがここにあるからこがここにあるからこうううういいいいううううところがところがところがところが問題問題問題問題点点点点だだだだ○○○○神田委員神田委員神田委員神田委員とかとかとかとか、、、、そそそそうううういいいいうううういろいろいろいろんんんんなななな不不不不満満満満とかとかとかとか危危危危険険険険性性性性とかいとかいとかいとかいうううう意味意味意味意味のののの意意意意見見見見とかとかとかとか問題問題問題問題点点点点にににに対対対対するするするする意意意意見見見見とかとかとかとかはなかはなかはなかはなかっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょうょうょうょうかかかか。。。。 私私私私どものどものどものどもの方方方方ではではではでは、、、、６６６６月月月月、、、、９９９９月月月月、、、、１１１１１１１１月月月月とととと既既既既にににに３３３３回回回回ごごごご説明説明説明説明にににに上上上上○○○○西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長西崎新奈良病院建設室長ががががっっっっておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、そそそそうううういいいいうううう危危危危険険険険性性性性とかとかとかとか問題問題問題問題点点点点とかといとかといとかといとかといううううことではなしにことではなしにことではなしにことではなしに、、、、地地地地域域域域のののの方方方方からはからはからはからは、、、、病院病院病院病院がががが遠遠遠遠くになるのはくになるのはくになるのはくになるのは困困困困るとるとるとると、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも現地現地現地現地でででで建建建建てててて替替替替えてくれといえてくれといえてくれといえてくれといううううおおおお声声声声はははは多多多多数数数数いただいておりますけれどもいただいておりますけれどもいただいておりますけれどもいただいておりますけれども、、、、ここでここでここでここで建建建建てかえるてかえるてかえるてかえる場場場場合合合合についてのについてのについてのについての問題問題問題問題点点点点なりはなりはなりはなりは特特特特におにおにおにお声声声声はははは聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりませせせせんんんん。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。いいいいややややいいいいやややや、、、、そそそそうううういいいいうううう問題問題問題問題がががが出出出出ていたらとていたらとていたらとていたらと思思思思っっっったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、そしたらそしたらそしたらそしたら地地地地○○○○神田委員神田委員神田委員神田委員域域域域のののの人人人人にとにとにとにとっっっってはてはてはては非常非常非常非常にににに大大大大事事事事なななな病院病院病院病院だといだといだといだといううううことがことがことがことが感感感感じじじじられますられますられますられます。。。。それだけそれだけそれだけそれだけ。。。。どどどどんんんんなななな感感感感じじじじだだだだっっっったのかとたのかとたのかとたのかと思思思思っっっってててて。。。。ふふふふだだだだんんんんはもはもはもはもうううう救急車救急車救急車救急車がががが通通通通っっっったりとかなたりとかなたりとかなたりとかなんんんんとかいとかいとかいとかいっっっってててて、、、、狭狭狭狭いからもいからもいからもいからもうううう危危危危ないとかといないとかといないとかといないとかというううう問題問題問題問題がががが出出出出ていたのかなとていたのかなとていたのかなとていたのかなと思思思思っっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、そそそそうううういいいいうううう問題問題問題問題がなかがなかがなかがなかっっっったといたといたといたといううううことはことはことはことは、、、、地地地地域域域域のののの人人人人にとにとにとにとっっっってはてはてはては非常非常非常非常にににに大大大大事事事事なななな病院病院病院病院だといだといだといだといううううことをことをことをことを今改今改今改今改めてめてめてめて思思思思っっっったのですけたのですけたのですけたのですけどもどもどもども、、、、それだけそれだけそれだけそれだけ確確確確認認認認ささささせせせせてもらてもらてもらてもらっっっったらそれでたらそれでたらそれでたらそれで結構結構結構結構ですですですです。。。。ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長地地地地域域域域のののの方方方方 々々々々のののの要望要望要望要望といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、身身身身近近近近でででで安心安心安心安心してしてしてして診診診診ていただけるていただけるていただけるていただける病院病院病院病院がががが○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員といといといといううううことのことのことのことの中中中中身身身身があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今、、、、県県県県がつくろがつくろがつくろがつくろううううとしておりますのがとしておりますのがとしておりますのがとしておりますのが高度高度高度高度なななな拠拠拠拠点点点点病院病院病院病院といといといというううう、、、、ここのここのここのここの病院病院病院病院のののの性質性質性質性質といといといといううううかかかか、、、、位位位位置置置置づづづづけについてけについてけについてけについて住住住住民民民民のののの方方方方 々々々々にどれにどれにどれにどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの説説説説明明明明がされているのかおがされているのかおがされているのかおがされているのかお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私のののの方方方方からからからから答答答答えさえさえさえさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長先先先先ほどもほどもほどもほども言言言言いましたよいましたよいましたよいましたよううううにににに、、、、６６６６月月月月、、、、９９９９月月月月、、、、１１１１１１１１月月月月にににに３３３３回回回回ににににわわわわたりましてたりましてたりましてたりまして、、、、主主主主にににに県県県県がががが今今今今、、、、武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長がががが説明説明説明説明をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききましたよましたよましたよましたよううううにににに、、、、目目目目指指指指すすすすべべべべきききき新新新新病院病院病院病院のののの姿姿姿姿といといといといううううののののをををを、、、、主主主主にににに救急救急救急救急患患患患者者者者のののの受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが県県県県内内内内でででで非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状態状態状態状態であるとであるとであるとであると。。。。重篤重篤重篤重篤なななな患患患患者者者者をでをでをでをでききききるだるだるだるだけけけけ身身身身近近近近なななな病院病院病院病院、、、、距離距離距離距離的的的的にににに遠遠遠遠くまでくまでくまでくまで運運運運ばばばばないでないでないでないで何何何何とかとかとかとかややややりたいといりたいといりたいといりたいといううううのがのがのがのが、、、、知知知知事事事事をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、我我我我 々々々々のののの思思思思いでごいでごいでごいでござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、新新新新病院病院病院病院がががが特特特特にそこににそこににそこににそこに集中集中集中集中したしたしたした医療医療医療医療ををををややややりたいといりたいといりたいといりたいといううううごごごご説明説明説明説明をさをさをさをさせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。内容的内容的内容的内容的にはにはにはには、、、、そこはそこはそこはそこは３３３３回回回回ともそともそともそともそうううういいいいうううう説明説明説明説明はさはさはさはさせせせせていただていただていただていただいていていていて、、、、そのそのそのその上上上上でででで住住住住民民民民のののの方方方方からはからはからはからは、、、、それでそれでそれでそれで身身身身近近近近なななな病院病院病院病院といといといといううううことでことでことでことで、、、、ここにあここにあここにあここにあっっっってこのてこのてこのてこの町町町町がががが
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繁栄繁栄繁栄繁栄してしてしてしてききききたといたといたといたといううううことでごことでごことでごことでご意意意意見見見見をいただいているといをいただいているといをいただいているといをいただいているといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長すごくすごくすごくすごく武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長のののの説明説明説明説明ははははわわわわかるのですかるのですかるのですかるのです、、、、新新新新しいしいしいしい病院病院病院病院のののの目目目目指指指指すすすす方方方方向性向性向性向性○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員といといといといううううのはのはのはのは。。。。それはここのそれはここのそれはここのそれはここの新新新新県立病院県立病院県立病院県立病院だけではなしにだけではなしにだけではなしにだけではなしに、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市もももも病院病院病院病院のこともあのこともあのこともあのこともあっっっってててて、、、、二二二二次次次次のののの病院病院病院病院ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、病診連病診連病診連病診連携携携携といといといといううううこともこともこともことも含含含含めてめてめてめて、、、、全県全県全県全県的的的的にそのにそのにそのにその問題問題問題問題といといといといううううのはのはのはのは出出出出ててててくるくるくるくる中中中中でででで、、、、ここはもここはもここはもここはもううううそのそのそのその計計計計画画画画があるといがあるといがあるといがあるといううううことでことでことでことで、、、、先行先行先行先行してこのしてこのしてこのしてこの課課課課題題題題をそのをそのをそのをその地地地地域域域域のののの住住住住民民民民にににに出出出出していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。そそそそうううういいいいううううのをこののをこののをこののをこの地地地地域域域域だけでだけでだけでだけで説明説明説明説明するのもするのもするのもするのもししししんんんんどいしどいしどいしどいし、、、、ももももっっっっとととと広範囲広範囲広範囲広範囲でででで出出出出しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、ここのここのここのここの病院病院病院病院のののの移転移転移転移転のののの問題問題問題問題がもがもがもがもっっっっとととと立体立体立体立体的的的的にににに見見見見えるよえるよえるよえるよううううなななな形形形形でででで出出出出していくしていくしていくしていく必必必必要要要要があるのかともがあるのかともがあるのかともがあるのかとも思思思思いながらいるのですけれどもいながらいるのですけれどもいながらいるのですけれどもいながらいるのですけれども、、、、例例例例ええええばばばば生生生生駒市駒市駒市駒市のののの病院病院病院病院であれであれであれであればばばば、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市でもでもでもでも病診連病診連病診連病診連携携携携のののの話話話話はははは必必必必要要要要ななななわわわわけでしけでしけでしけでしょうょうょうょう。。。。公公公公立病院立病院立病院立病院にににに、、、、普通普通普通普通のののの診療診療診療診療、、、、診診診診てくださいとてくださいとてくださいとてくださいと、、、、そのそのそのその枠枠枠枠はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいとるかといらいとるかといらいとるかといらいとるかといううううのもまたのもまたのもまたのもまた病院病院病院病院によによによによっっっってててて変変変変わわわわるるるるけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ここはそここはそここはそここはそうううういいいいうううう意味意味意味意味ではではではでは特化特化特化特化したしたしたした形形形形でつくるといでつくるといでつくるといでつくるといううううことをどことをどことをどことをどうううう理解理解理解理解してもらしてもらしてもらしてもらううううのかなのかなのかなのかな。。。。３３３３回回回回とかそとかそとかそとかそうううういいいいうううう回数回数回数回数ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。どどどどうううういいいいううううのがいいのかとのがいいのかとのがいいのかとのがいいのかと思思思思いながらいながらいながらいながら尋尋尋尋ねねねねまままますすすす。。。。おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 非常非常非常非常にににに重重重重要要要要なことでありましてなことでありましてなことでありましてなことでありまして、、、、これはそもそもこれはそもそもこれはそもそもこれはそもそも奈良県奈良県奈良県奈良県のののの救急救急救急救急医療医療医療医療○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長のののの問題問題問題問題にににに端端端端をををを発発発発してしてしてして、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの医療医療医療医療のののの課課課課題題題題、、、、弱弱弱弱点点点点はどこかといはどこかといはどこかといはどこかといううううことをことをことをことを分分分分析析析析したしたしたした結果結果結果結果、、、、特特特特にににに三次三次三次三次がががが不不不不足足足足しているといしているといしているといしているといううううことにことにことにことに対対対対するするするする解決策解決策解決策解決策でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、そのことについてはそのことについてはそのことについてはそのことについては、、、、地地地地元元元元のののの方方方方はもはもはもはもちちちちろろろろんんんんのことでごのことでごのことでごのことでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、県県県県民民民民全体全体全体全体にににに呼呼呼呼びかけていくびかけていくびかけていくびかけていく必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みみみみのののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、例例例例ええええばばばばシンシンシンシンポポポポジウジウジウジウムムムムなどをなどをなどをなどを開開開開くくくく予定予定予定予定でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ただこのただこのただこのただこの問題問題問題問題、、、、思思思思いますにいますにいますにいますに、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国的国的国的国的なななな問題問題問題問題でもあるとでもあるとでもあるとでもあると思思思思いますいますいますいます。。。。医療医療医療医療がががが高度専高度専高度専高度専門門門門化化化化していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、提提提提供供供供体体体体制制制制はははは高度高度高度高度なななな医療医療医療医療、、、、身身身身近近近近なななな医療医療医療医療といといといといううううところでところでところでところで在在在在宅宅宅宅のののの方方方方向向向向にににに向向向向かかかかっっっったたたたりとかりとかりとかりとか、、、、ここここうううういいいいうううう高度高度高度高度拠拠拠拠点点点点病院病院病院病院をつくをつくをつくをつくっっっっていくといていくといていくといていくというううう方方方方向向向向でででで整備整備整備整備をされているところでごをされているところでごをされているところでごをされているところでござざざざいますいますいますいます。。。。一方一方一方一方でででで、、、、住住住住民民民民のののの方方方方やややや患患患患者者者者のののの方方方方にににに医療医療医療医療機機機機関関関関のののの利利利利用用用用のののの仕仕仕仕方方方方についてのについてのについてのについての説明説明説明説明がががが十十十十分分分分行行行行えているかといえているかといえているかといえているかといううううとととと、、、、全全全全くそこがでくそこがでくそこがでくそこができきききていないのではないかとていないのではないかとていないのではないかとていないのではないかと思思思思っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、私私私私ととととしましてはしましてはしましてはしましては、、、、このこのこのこの県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの移転移転移転移転のののの際際際際、、、、このこのこのこの一一一一次次次次のののの方方方方をををを地地地地域域域域連連連連携携携携ででででややややるるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは軽軽軽軽症症症症のののの方方方方はははは診療所診療所診療所診療所であるとかであるとかであるとかであるとか市市市市町町町町村村村村立病院立病院立病院立病院などでなどでなどでなどで診診診診ていただていただていただていただききききながらながらながらながら、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院はははは、、、、特特特特にににに県県県県立奈良病院立奈良病院立奈良病院立奈良病院はそはそはそはそうううういいいいうううう市市市市町町町町村村村村立病院立病院立病院立病院でででで対対対対応応応応ででででききききないよないよないよないよううううなななな重症重症重症重症のののの患患患患者者者者をををを確実確実確実確実にににに受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれるところにしていくといところにしていくといところにしていくといところにしていくといううううよよよよううううなななな趣旨趣旨趣旨趣旨をごをごをごをご理解理解理解理解いただくいただくいただくいただく必必必必要要要要があるのかとがあるのかとがあるのかとがあるのかと思思思思いますいますいますいます。。。。ももももちちちちろろろろんんんん病院病院病院病院がががが遠遠遠遠くなることでくなることでくなることでくなることで助助助助かるかるかるかる人人人人がががが助助助助からなくなることがないよからなくなることがないよからなくなることがないよからなくなることがないよううううにににに、、、、きちきちきちきちんんんんとととと場場場場所所所所につにつにつについてのいてのいてのいての目目目目配配配配りであるとかりであるとかりであるとかりであるとか、、、、住住住住民民民民のののの方方方方にににに支支支支障障障障がががが出出出出ないかといないかといないかといないかといううううことはことはことはことは十十十十分分分分分分分分析析析析したしたしたした上上上上でででで、、、、今今今今
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のののの場場場場所所所所のことものことものことものことも考考考考えているところでごえているところでごえているところでごえているところでござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、そそそそうううういいいいっっっったことをたことをたことをたことを十十十十分分分分聞聞聞聞いていただいていただいていただいていただききききながらながらながらながら、、、、ただただただただ単単単単にごにごにごにご理解理解理解理解、、、、ごごごご協協協協力力力力をといをといをといをといううううことではなくてことではなくてことではなくてことではなくて、、、、医療医療医療医療のののの受受受受けけけけ方方方方といといといといううううことのことのことのことのごごごご説明説明説明説明ををををきちきちきちきちんんんんとしたいととしたいととしたいととしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そのそのそのその方法方法方法方法、、、、シンシンシンシンポポポポジウジウジウジウムムムム、、、、いろいろあるかといろいろあるかといろいろあるかといろいろあるかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、わわわわかりかりかりかりややややすいすいすいすい何何何何かかかか事例事例事例事例であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ工工工工夫夫夫夫をしてをしてをしてをして、、、、ここここううううここここうううう説説説説明明明明をしていをしていをしていをしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。常常常常にににに生生生生駒市駒市駒市駒市のことをのことをのことをのことを引引引引きききき寄寄寄寄せせせせながらとながらとながらとながらと思思思思っっっっているているているている。。。。病院病院病院病院はではではではでききききたけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員少少少少子高子高子高子高齢齢齢齢になになになになっっっっていくていくていくていく。。。。超超超超少少少少子高子高子高子高齢齢齢齢になになになになっっっっていていていていっっっってててて、、、、施設型施設型施設型施設型のそのそのそのそうううういいいいううううところにところにところにところに高高高高齢齢齢齢者者者者がががが病院病院病院病院にににに入入入入院院院院してしてしてして、、、、出出出出ててててききききてもてもてもても行行行行くところがないといくところがないといくところがないといくところがないというううう状態状態状態状態がもがもがもがもううううははははっきっきっきっきりりりり目目目目にににに見見見見えているえているえているえているのですのですのですのです。。。。それならそれならそれならそれなら、、、、そそそそうううういいいいううううこともこともこともことも含含含含めてめてめてめて考考考考えたとえたとえたとえたとききききにににに、、、、地地地地域域域域のののの医師会医師会医師会医師会とかとかとかとか、、、、身身身身近近近近なななな診療診療診療診療所所所所とのとのとのとの関係関係関係関係がどがどがどがどううううなのかといなのかといなのかといなのかといっっっったとたとたとたとききききにににに、、、、今今今今のののの説明説明説明説明ではではではでは、、、、圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに、、、、検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のののの中中中中ではではではでは移転移転移転移転のののの方方方方向向向向にににに向向向向いているといているといているといていると言言言言っっっっていたけれどもていたけれどもていたけれどもていたけれども、、、、医師会医師会医師会医師会がががが強強強強硬硬硬硬にににに反反反反対対対対していたといしていたといしていたといしていたというううう話話話話もももも聞聞聞聞いているのですいているのですいているのですいているのです。。。。そそそそうううういいいいうううう意味意味意味意味ではではではでは、、、、ああああああああ、、、、相相相相当当当当ねねねねじじじじれているなともれているなともれているなともれているなとも思思思思いながらいながらいながらいながら、、、、ややややははははりそこのところをりそこのところをりそこのところをりそこのところを十十十十分分分分にににに整整整整理理理理しながらしながらしながらしながらやっやっやっやっていていていていっっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。そそそそうううういいいいうううう情情情情報報報報もももも含含含含めてもめてもめてもめてもっっっっとととと出出出出してもらしてもらしてもらしてもらっっっってててて、、、、何何何何でででで医師会医師会医師会医師会がががが、、、、何何何何といといといといううううかかかか、、、、現現現現状状状状のところなのところなのところなのところなんんんんかとかかとかかとかかとか、、、、そのそのそのその情情情情報報報報がががが間間間間違違違違っっっっていたらていたらていたらていたら間間間間違違違違っっっっていたでまたていたでまたていたでまたていたでまた後後後後でもいいですけれどもでもいいですけれどもでもいいですけれどもでもいいですけれども、、、、そそそそうううういいいいうううう話話話話をもをもをもをもっっっっととととオオオオーーーーププププンンンンにににに出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、本当本当本当本当にににに超超超超高高高高齢化社齢化社齢化社齢化社会会会会にににに入入入入っっっっててててききききたとたとたとたとききききにににに、、、、ももももうううう大大大大ききききなななな病院病院病院病院だだだだけではけではけではけでは事事事事足足足足りないとりないとりないとりないと。。。。ももももううううそのそのそのその後後後後もももも含含含含めてめてめてめて、、、、入入入入院院院院してしてしてして出出出出ててててききききたところをたところをたところをたところをずっずっずっずっととととケケケケアアアアするのするのするのするのはははは開開開開業業業業医医医医のののの人人人人たたたたちちちちとととと連連連連携携携携しながらすることだともしながらすることだともしながらすることだともしながらすることだとも思思思思っっっっているのでているのでているのでているので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところまでのところまでのところまでのところまで絵絵絵絵をかいてをかいてをかいてをかいて、、、、病院病院病院病院をつくるだけではなしにをつくるだけではなしにをつくるだけではなしにをつくるだけではなしに、、、、そそそそうううういいいいううううところまでところまでところまでところまで提案提案提案提案してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと思思思思いながいながいながいながらいますらいますらいますらいます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長のののの話話話話でででで、、、、新新新新しくしくしくしく移転移転移転移転するするするする方方方方向向向向についてはについてはについてはについては非常非常非常非常にににに、、、、○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員工工工工事事事事のののの面面面面からとかさまからとかさまからとかさまからとかさまざざざざまなまなまなまな面面面面でででで進進進進めめめめややややすいといすいといすいといすいというううう点点点点でででで、、、、六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区のののの方方方方にににに何何何何かかかか傾傾傾傾いていいていいていいていっっっっていますていますていますています。。。。それでそれでそれでそれで、、、、一一一一応応応応もともとはもともとはもともとはもともとは高度医療高度医療高度医療高度医療ををををややややるのだといるのだといるのだといるのだというううう強強強強いいいい県県県県のののの意意意意思思思思でもでもでもでもっっっってててて、、、、どどどどちちちちらでらでらでらでややややるのかですよるのかですよるのかですよるのかですよねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、大大大大ききききなななな目目目目標標標標をををを立立立立ててててててててやっやっやっやっておられるておられるておられるておられる。。。。しかもしかもしかもしかもススススムムムムーーーーズズズズにににに高度医療高度医療高度医療高度医療をををを目目目目指指指指してしてしてしてややややるにはどるにはどるにはどるにはどちちちちらがどらがどらがどらがどううううだといだといだといだといううううことになことになことになことになっっっってくるとてくるとてくるとてくると思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、やややややややや忘忘忘忘れがれがれがれがちちちちといといといといううううのですかのですかのですかのですか、、、、余余余余りりりり説明説明説明説明をををを聞聞聞聞いていないのはいていないのはいていないのはいていないのは、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、例例例例ええええばばばば、、、、六六六六条山地条山地条山地条山地区区区区のののの方方方方がががが建建建建ててててややややすいといすいといすいといすいというううう話話話話ははははわわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。しかししかししかししかし、、、、ではではではでは、、、、今今今今あるあるあるある平平平平松松松松地地地地区区区区のののの単単単単にににに営営営営業業業業されているされているされているされている方方方方 々々々々のことよりものことよりものことよりものことよりも、、、、そこにそこにそこにそこに医療医療医療医療があがあがあがあっっっったとたとたとたと、、、、今今今今までまでまでまで。。。。それがそそれがそそれがそそれがそっっっっくりくりくりくり抜抜抜抜けけけけ殻殻殻殻ににににななななっっっってしまてしまてしまてしまっっっってててて、、、、後後後後、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの方方方方 々々々々のののの医療医療医療医療はははは、、、、近近近近くではないかとくではないかとくではないかとくではないかと、、、、直直直直線距離線距離線距離線距離にしたらさほにしたらさほにしたらさほにしたらさほどどどど開開開開いてないいといいてないいといいてないいといいてないいといううううもののもののもののものの、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの地地地地域域域域のののの方方方方 々々々々のののの不不不不安安安安感感感感といといといといううううのはまだまだのはまだまだのはまだまだのはまだまだぬぬぬぬぐぐぐぐいいいい去去去去
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れていないよれていないよれていないよれていないよううううなななな気気気気がしますがしますがしますがします。。。。それはそれはそれはそれは、、、、特特特特にににに少少少少子高子高子高子高齢化齢化齢化齢化時時時時代代代代がまだもがまだもがまだもがまだもうううう少少少少しししし進進進進むむむむととととききききになになになになっっっってててて、、、、ややややはりはりはりはり医療関係医療関係医療関係医療関係がそこにあがそこにあがそこにあがそこにあっっっったものがたものがたものがたものが全全全全くなくなることにくなくなることにくなくなることにくなくなることに対対対対するするするする地地地地元元元元のののの不不不不安安安安感感感感やややや抵抵抵抵抗抗抗抗感感感感といといといといううううのものものものも出出出出てこよてこよてこよてこよううううかとかとかとかと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、ももももうううう少少少少しそのしそのしそのしその辺辺辺辺もももも説明説明説明説明のとのとのとのとききききにににに、、、、どどどどうううういいいいううううぐぐぐぐあいにあとはあいにあとはあいにあとはあいにあとは県県県県としてとしてとしてとしてフフフフォォォォロロロローーーーしていくといしていくといしていくといしていくといううううのですかのですかのですかのですか、、、、そそそそうううういいいいうううう案案案案があるがあるがあるがあるんんんんだといだといだといだといううううことことことこと。。。。そそそそっっっっくりくりくりくり抜抜抜抜けてもけてもけてもけても、、、、まるまるまるまるっきっきっきっきりりりり空虚空虚空虚空虚なななな感感感感じじじじになるのではなしにになるのではなしにになるのではなしにになるのではなしに、、、、何何何何かそのかそのかそのかその辺辺辺辺はもはもはもはもうううう少少少少しししし議議議議論論論論してもいいのとしてもいいのとしてもいいのとしてもいいのと違違違違ううううかなとかなとかなとかなと。。。。まあまあまあまあ、、、、地地地地元元元元からそからそからそからそうううういいいいうううう要望要望要望要望もももも当当当当然然然然、、、、そのそのそのその３３３３回回回回のののの説説説説明明明明会会会会のののの中中中中でででで出出出出ててててききききているかもているかもているかもているかもわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんがががが、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての考考考考ええええ方方方方といといといといううううのはそのはそのはそのはそうううういいいいううううのがのがのがのがないのかなとないのかなとないのかなとないのかなと思思思思っっっっているのですているのですているのですているのです。。。。そそそそうううういいいいうううう新新新新しくつくろしくつくろしくつくろしくつくろううううとしているとしているとしているとしている趣旨趣旨趣旨趣旨ははははわわわわかるのですかるのですかるのですかるのですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの平平平平松松松松地地地地区区区区のののの方方方方 々々々々のののの心心心心情情情情といといといといううううのはそこにあるかとのはそこにあるかとのはそこにあるかとのはそこにあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその辺辺辺辺がががが説明説明説明説明会会会会のののの中中中中でどでどでどでどうううういいいいうううう話題話題話題話題になになになになっっっっているかおているかおているかおているかお聞聞聞聞かかかかせせせせいただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、多多多多分分分分論論論論点点点点となとなとなとなっっっっているのはているのはているのはているのは、、、、身身身身近近近近なななな医療医療医療医療とととと生生生生死死死死をををを分分分分かつよかつよかつよかつよううううなななな○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長救急救急救急救急のののの医療医療医療医療のどのどのどのどちちちちらをらをらをらを整備整備整備整備するのかといするのかといするのかといするのかといううううこととこととこととことと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、答答答答えはえはえはえは当当当当然然然然、、、、両両両両方方方方をををを整備整備整備整備ししししなけれなけれなけれなければばばばならないといならないといならないといならないといううううことでことでことでことで、、、、移転移転移転移転にににに伴伴伴伴っっっってててて、、、、ででででききききれれれればばばば県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院はははは救急救急救急救急のののの方方方方のののの役役役役割割割割をををを担担担担いたいといいたいといいたいといいたいといううううことをことをことをことを申申申申しししし上上上上げげげげているところですがているところですがているところですがているところですが、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々はははは、、、、ではではではでは私私私私のののの身身身身近近近近なななな治療治療治療治療をどをどをどをどううううするのだろするのだろするのだろするのだろううううといといといといううううごごごご不不不不安安安安があがあがあがあっっっったりとかたりとかたりとかたりとか、、、、周辺周辺周辺周辺にににに住住住住んんんんででででいるいるいるいる人人人人たたたたちちちちもももも、、、、病院病院病院病院があるからがあるからがあるからがあるから安心安心安心安心してあのしてあのしてあのしてあの付付付付近近近近にににに来来来来たのだといたのだといたのだといたのだというううう方方方方 々々々々もももも多数多数多数多数おられますおられますおられますおられます。。。。そのそのそのその方方方方 々々々々についてについてについてについて、、、、身身身身近近近近なななな医療医療医療医療もももも、、、、ででででききききましたらましたらましたらましたら地地地地元元元元のののの医師会医師会医師会医師会とかとかとかとか医療医療医療医療機機機機関関関関とととと協協協協力力力力しながしながしながしながらららら、、、、そのそのそのその方方方方 々々々々のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿ををををきちきちきちきちんんんんとつくとつくとつくとつくっっっっていていていていききききたいとたいとたいとたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。どどどどうううういいいいうううう形形形形でつくるでつくるでつくるでつくるかはかはかはかは本当本当本当本当にににに今今今今、、、、奈良奈良奈良奈良市市市市、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市のののの医師会医師会医師会医師会のののの先先先先生方生方生方生方とはとはとはとは議議議議論論論論をををを始始始始めましてめましてめましてめまして、、、、今今今今のところのところのところのところ地地地地元元元元のののの医師会医師会医師会医師会からのからのからのからの反反反反対対対対はないところではないところではないところではないところで、、、、むむむむしろししろししろししろしっっっっかりとしたかりとしたかりとしたかりとした頼頼頼頼りになるりになるりになるりになる病院病院病院病院をををを早早早早くつくくつくくつくくつくっっっってほしいといてほしいといてほしいといてほしいというううう地地地地元元元元のののの医師会医師会医師会医師会のののの方方方方 々々々々のののの声声声声をををを多多多多くくくく聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。年年年年がががが明明明明けますとけますとけますとけますと、、、、郡郡郡郡山医山医山医山医師会師会師会師会のののの先先先先生方生方生方生方ともともともとも議議議議論論論論をしながらをしながらをしながらをしながら進進進進めていめていめていめていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、そこはそこはそこはそこは今今今今後後後後、、、、地地地地元元元元のののの先先先先生方生方生方生方とととと協協協協力力力力してしてしてして、、、、地地地地元元元元のののの方方方方 々々々々がががが身身身身近近近近なななな医療医療医療医療でででで困困困困ることのないよることのないよることのないよることのないよううううににににきちきちきちきちんんんんとしていとしていとしていとしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。ほかにほかにほかにほかに質質質質疑疑疑疑はごはごはごはござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長今今今今、、、、実実実実際際際際にににに診療診療診療診療にににに携携携携わっわっわっわっておられるておられるておられるておられる県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院ののののススススタタタタッフッフッフッフのののの方方方方 々々々々のごのごのごのご意意意意見見見見○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員などはどなどはどなどはどなどはどんんんんなななな意意意意見見見見がががが出出出出ているのかているのかているのかているのか、、、、おおおお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。１１１１１１１１月月月月にににに約約約約２２２２日日日日間間間間かけましてかけましてかけましてかけまして、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの現現現現場場場場のののの職員職員職員職員のののの方方方方にににに、、、、○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長現現現現在考在考在考在考えているえているえているえている新新新新病院病院病院病院、、、、またはまたはまたはまたは移転移転移転移転、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは現地建現地建現地建現地建てかえといてかえといてかえといてかえというううう状況状況状況状況のののの説明説明説明説明をさをさをさをさせせせせていていていていただただただただききききましたましたましたました。。。。特特特特にににに大大大大ききききなななな質質質質疑疑疑疑はなかはなかはなかはなかっっっったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、現現現現場場場場のののの先先先先生方生方生方生方、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは現現現現場場場場
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のののの看護師看護師看護師看護師もももも含含含含めてめてめてめて職員職員職員職員のののの方方方方からはからはからはからは少少少少しししし、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの医師会医師会医師会医師会のののの反反反反応応応応とととと同同同同じじじじでしてでしてでしてでして、、、、ででででききききるだけるだけるだけるだけ早早早早くいいくいいくいいくいい病院病院病院病院をつくをつくをつくをつくっっっってててて、、、、そそそそちちちちらでらでらでらで働働働働ききききたいといたいといたいといたいといううううごごごご意意意意見見見見でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、現地現地現地現地でででで建建建建てててて替替替替えるえるえるえる場場場場合合合合のののの細細細細かいかいかいかい説明説明説明説明まではまだでまではまだでまではまだでまではまだでききききておりまておりまておりまておりませせせせんんんんしししし、、、、一一一一応応応応現地建現地建現地建現地建てててて替替替替えのえのえのえの場場場場合合合合はこはこはこはこんんんんななななややややりりりり方方方方になりますといになりますといになりますといになりますといううううことでことでことでことで、、、、特特特特にににに看護学校看護学校看護学校看護学校のののの先先先先生方生方生方生方からはからはからはからは、、、、仮仮仮仮にににに近近近近くであくであくであくであっっっってもてもてもても、、、、仮仮仮仮設設設設でででで少少少少しししし離離離離れるれるれるれる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは仮仮仮仮設設設設でででで出出出出ていくといていくといていくといていくといううううことにことにことにことに対対対対するするするする少少少少しししし心心心心配配配配があるといがあるといがあるといがあるというううう声声声声はいただいておりましてはいただいておりましてはいただいておりましてはいただいておりまして、、、、このこのこのこの後後後後、、、、ももももうううう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく全職員全職員全職員全職員ににににアアアアンンンンケケケケーーーートトトトをとりましてをとりましてをとりましてをとりまして、、、、職職職職員員員員のののの気気気気持持持持ちちちちをおをおをおをお聞聞聞聞ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。今今今今、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの医療医療医療医療をををを考考考考えますとえますとえますとえますとききききにににに、、、、医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師不不不不足足足足といといといというううう中中中中でででで、、、、働働働働くくくく人人人人○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員たたたたちちちちがががが本当本当本当本当にどにどにどにどうううう考考考考えているかといえているかといえているかといえているかといううううのものものものも大大大大変変変変重重重重要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、このこのこのこの移転移転移転移転のののの話話話話ととととずずずずれるかもしれないですけれどもれるかもしれないですけれどもれるかもしれないですけれどもれるかもしれないですけれども、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの産産産産婦婦婦婦人人人人科科科科のおのおのおのお医者医者医者医者ささささんんんんがががが、、、、長長長長時時時時間間間間のののの労労労労働働働働でででで残残残残業業業業代代代代がががが払払払払わわわわれていないといれていないといれていないといれていないといううううことでことでことでことで訴訟訴訟訴訟訴訟をををを起起起起こしたといこしたといこしたといこしたといううううのがありましてのがありましてのがありましてのがありまして、、、、県県県県はははは上上上上告告告告をしたといをしたといをしたといをしたといううううのをのをのをのを聞聞聞聞いておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれども、、、、そのそのそのその点点点点でででで、、、、どどどどうううういいいいううううことでことでことでことで県県県県はははは上上上上告告告告したのかしたのかしたのかしたのか。。。。私私私私のののの思思思思いといたしましてはいといたしましてはいといたしましてはいといたしましては、、、、確確確確かにかにかにかに大大大大変変変変なななな過過過過労労労労のののの時時時時間働間働間働間働いておられるといいておられるといいておられるといいておられるといううううこここことであれとであれとであれとであればばばば、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで認認認認めていくめていくめていくめていくべべべべききききではないかといではないかといではないかといではないかというううう思思思思いをいをいをいを受受受受けたけたけたけたわわわわけですけれどけですけれどけですけれどけですけれどもももも、、、、それによりますそれによりますそれによりますそれによります実実実実際際際際のののの診療診療診療診療にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響などがなどがなどがなどが何何何何かかかか起起起起ききききていないかといていないかといていないかといていないかといううううこともこともこともことも心心心心配配配配をしているのですけれどもをしているのですけれどもをしているのですけれどもをしているのですけれども、、、、そのあたりのことをおそのあたりのことをおそのあたりのことをおそのあたりのことをお尋尋尋尋ねねねねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。裁裁裁裁判判判判のののの事事事事実実実実関係関係関係関係はははは後後後後ほどほどほどほど、、、、資資資資料料料料のののの５５５５でごでごでごでご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますがますがますがますが、、、、委員委員委員委員○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの現現現現場場場場のののの先先先先生方生方生方生方のののの思思思思いといいといいといいといううううところだけところだけところだけところだけ少少少少しししし答答答答えさえさえさえさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。私私私私もももも県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする病院病院病院病院のののの救急救急救急救急現現現現場場場場のののの先先先先生方生方生方生方とととと意意意意見見見見交交交交換換換換するするするする中中中中でででで、、、、かなりかなりかなりかなりももももうううう疲疲疲疲弊弊弊弊していてしていてしていてしていて大大大大変変変変だといだといだといだというううう状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、ややややはりはりはりはり地地地地域域域域のののの救急救急救急救急医療医療医療医療をををを守守守守るとるとるとるといいいいううううところでところでところでところで、、、、多多多多くのくのくのくの先先先先生方生方生方生方がかなりがかなりがかなりがかなり無無無無理理理理をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、今今今今維維維維持持持持しているといしているといしているといしているといううううのがのがのがのが現現現現状状状状ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、県県県県としてでとしてでとしてでとしてでききききるだけるだけるだけるだけ多多多多くのくのくのくの医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師をををを確確確確保保保保してしてしてして、、、、そのそのそのその悪悪悪悪いいいい状況状況状況状況をををを改改改改善善善善したいといしたいといしたいといしたいというううう思思思思いはいはいはいは強強強強いところでごいところでごいところでごいところでござざざざいますいますいますいます。。。。裁裁裁裁判判判判をををを起起起起こされましたこされましたこされましたこされました平成平成平成平成１６１６１６１６年当年当年当年当時時時時はははは、、、、ちょうちょうちょうちょうどどどど周周周周囲囲囲囲のののの産産産産科科科科ががががばばばばたたたたばばばばたとたとたとたと閉閉閉閉じじじじてててて、、、、一一一一気気気気にににに産産産産科科科科がががが県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院にににに集中集中集中集中したといしたといしたといしたというううう中中中中でででで、、、、そのそのそのその対対対対応応応応がががが十十十十分県分県分県分県としてはでとしてはでとしてはでとしてはでききききなかなかなかなかっっっったのではないかとたのではないかとたのではないかとたのではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 先先先先ほどからほどからほどからほどから移転移転移転移転とかととかととかととかと比較比較比較比較してしてしてして、、、、比較比較比較比較検討検討検討検討、、、、状況状況状況状況をおをおをおをお伺伺伺伺いいたしましたいいたしましたいいたしましたいいたしました。。。。そしそしそしそし○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員てててて、、、、今今今今回回回回のののの新新新新県立病院県立病院県立病院県立病院のののの目目目目指指指指すすすす医療医療医療医療のののの考考考考ええええ方方方方をををを武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長からいろいろからいろいろからいろいろからいろいろ説明説明説明説明をいたをいたをいたをいただだだだききききましてましてましてまして思思思思いましたのはいましたのはいましたのはいましたのは、、、、このことはこのことはこのことはこのことは、、、、このこのこのこの請願請願請願請願がががが出出出出ておりますておりますておりますております方方方方 々々々々へへへへだけのだけのだけのだけの説明説明説明説明ではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの医療体医療体医療体医療体制制制制をどをどをどをどううううしよしよしよしよううううかといかといかといかというううう中中中中でででで、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県民民民民全体全体全体全体がこがこがこがこうううういいいいっっっったことをたことをたことをたことを
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知知知知っっっっていくていくていくていく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると強強強強くくくく思思思思いましたいましたいましたいました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしてもシンシンシンシンポポポポジウジウジウジウムムムム等等等等、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろやっやっやっやっていくとおていくとおていくとおていくとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、新新新新病院建病院建病院建病院建設設設設にににに当当当当たたたたっっっってのてのてのての奈良県奈良県奈良県奈良県のののの医療体医療体医療体医療体制制制制といといといといううううものをどものをどものをどものをどううううしていこしていこしていこしていこううううかといかといかといかというううう何何何何かすごいかすごいかすごいかすごい大大大大ききききなななな考考考考えだとえだとえだとえだと思思思思いましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、今今今今後後後後、、、、そそそそうううういいいいっっっったことにたことにたことにたことに県県県県としてもしとしてもしとしてもしとしてもしっっっっかりとかりとかりとかりと取取取取りりりり組組組組んんんんでいただでいただでいただでいただききききたいといたいといたいといたいといううううことをことをことをことを要望要望要望要望しておしておしておしておききききますますますます。。。。 ほかにほかにほかにほかに質質質質疑疑疑疑はごはごはごはござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長それではそれではそれではそれでは、、、、このこのこのこの請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号についてについてについてについて、、、、採採採採決決決決にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、採採採採決決決決にににに当当当当たたたたっっっってのてのてのてのごごごご意意意意見見見見はごはごはごはござざざざいまいまいまいませせせせんんんんでしでしでしでしょうょうょうょうかかかか。。。。さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな課課課課題題題題もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、またまたまたまた説明説明説明説明だけではだけではだけではだけでは不不不不十十十十分分分分なななな点点点点がまだまだあるがまだまだあるがまだまだあるがまだまだある○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員とととと思思思思いますいますいますいます。。。。書書書書類類類類だけによるだけによるだけによるだけによる説明説明説明説明よりもよりもよりもよりも、、、、ももももうううう少少少少しししし生生生生のののの声声声声といといといといううううかかかか周周周周囲囲囲囲のののの声声声声もおもおもおもお聞聞聞聞ききききしたしたしたしたいしいしいしいし、、、、またまたまたまた先先先先般般般般、、、、現地現地現地現地視視視視察察察察ささささせせせせてもらてもらてもらてもらっっっっていろていろていろていろんんんんなこともなこともなこともなことも感感感感じじじじててててききききましたけれどましたけれどましたけれどましたけれど、、、、ももももうううう少少少少しししし調調調調査査査査をしてをしてをしてをしてみみみみたいたいたいたい点点点点がががが残残残残されておりますのでされておりますのでされておりますのでされておりますので、、、、このこのこのこの請願請願請願請願のののの扱扱扱扱いについてはいについてはいについてはいについては継継継継続続続続審査審査審査審査としとしとしとしていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ほかにごほかにごほかにごほかにご意意意意見見見見はごはごはごはござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長それではそれではそれではそれでは、、、、これよりこれよりこれよりこれより請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号についてについてについてについて採採採採決決決決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号のののの採採採採決決決決についてについてについてについて、、、、継継継継続続続続審査審査審査審査のののの発発発発言言言言がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、ままままずずずず継継継継続続続続審査審査審査審査についてについてについてについて起起起起立立立立によりによりによりにより採採採採決決決決いたしますいたしますいたしますいたします。。。。請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号についてについてについてについて、、、、継継継継続続続続審査審査審査審査とすることにとすることにとすることにとすることに賛賛賛賛成成成成のののの方方方方はごはごはごはご起起起起立願立願立願立願いますいますいますいます。。。。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立立立立））））ごごごご着着着着席願席願席願席願いますいますいますいます。。。。全会一全会一全会一全会一致致致致でありますでありますでありますであります。。。。よよよよっっっってててて、、、、請願第請願第請願第請願第８８８８号号号号はははは、、、、継継継継続続続続審査審査審査審査とすることにとすることにとすることにとすることに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。次次次次にににに、、、、今定例会今定例会今定例会今定例会においてにおいてにおいてにおいて当委員会当委員会当委員会当委員会にににに付託付託付託付託をををを受受受受けましたけましたけましたけました請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号、、、、野外野外野外野外でのでのでのでの学校教育活学校教育活学校教育活学校教育活動動動動のののの保障保障保障保障にににに関関関関するするするする請願書請願書請願書請願書のののの審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号についてについてについてについて、、、、書書書書記記記記からからからから朗読朗読朗読朗読してもらいますしてもらいますしてもらいますしてもらいます。。。。請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号 「「「「野外野外野外野外でのでのでのでの学校教育活動学校教育活動学校教育活動学校教育活動のののの保障保障保障保障」」」」にににに関関関関するするするする請願書請願書請願書請願書○○○○書記書記書記書記請願者 奈良県請願者 奈良県請願者 奈良県請願者 奈良県宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市榛榛榛榛原区原区原区原区萩萩萩萩原原原原１７１７１７１７４４４４９９９９奈良県立野外活動奈良県立野外活動奈良県立野外活動奈良県立野外活動センターセンターセンターセンターのののの存続存続存続存続をををを願願願願うううう会会会会代代代代表表表表 野田野田野田野田晴彦晴彦晴彦晴彦紹紹紹紹介介介介議員議員議員議員 新新新新谷谷谷谷綋綋綋綋一一一一、、、、小小小小林林林林茂樹茂樹茂樹茂樹、、、、岩岩岩岩城明城明城明城明、、、、宮本宮本宮本宮本次次次次郎郎郎郎要要要要旨旨旨旨
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①①①①奈良県立野外活動奈良県立野外活動奈良県立野外活動奈良県立野外活動センターセンターセンターセンターはははは社社社社会教育会教育会教育会教育、、、、生生生生涯涯涯涯をををを通通通通したしたしたした幅広幅広幅広幅広いいいい学学学学習習習習ののののみみみみならならならならずずずず、、、、学校教学校教学校教学校教育育育育におけるにおけるにおけるにおける自自自自然然然然体験活動体験活動体験活動体験活動・・・・集団集団集団集団宿泊宿泊宿泊宿泊活動等活動等活動等活動等のののの教育活動教育活動教育活動教育活動のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその役役役役割割割割をををを担担担担っっっっててててききききましたましたましたました。。。。利利利利用用用用のののの主主主主なななな対対対対象象象象はははは「「「「学校学校学校学校」」」」団団団団体体体体でありでありでありであり、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育にににに求求求求められているめられているめられているめられている校外校外校外校外ででででのののの自自自自然然然然体験活動体験活動体験活動体験活動のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校にににに通通通通うううう全全全全てのてのてのての子子子子どもどもどもども達達達達がががが個個個個々々々々のののの環境環境環境環境にににに関関関関わわわわららららずずずず、、、、自自自自然然然然とととと触触触触れれれれ合合合合いいいい集団集団集団集団活動活動活動活動のののの大大大大切切切切さをさをさをさを学学学学んんんんででででききききましたましたましたました。。。。ところがところがところがところが、、、、当当当当センターセンターセンターセンターについてについてについてについて県県県県がががが示示示示したしたしたした来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降のののの方方方方針針針針案案案案のののの影響影響影響影響によりによりによりにより、、、、小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校団団団団体体体体のののの利利利利用用用用予定予定予定予定がががが従来従来従来従来よりよりよりより大大大大幅幅幅幅にににに減減減減少少少少していますしていますしていますしています。。。。（（（（当当当当センターセンターセンターセンター利利利利用用用用のののの学校学校学校学校団団団団体 例年体 例年体 例年体 例年約約約約９０９０９０９０校校校校にににに対対対対しししし、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度当年度当年度当年度当センターセンターセンターセンターのののの利利利利用用用用申申申申込込込込はははは１０１０１０１０月末月末月末月末締締締締切切切切のののの時時時時点点点点でででで約約約約５５５５００００校校校校））））このこのこのこの現現現現状状状状はははは、、、、県県県県がががが示示示示したしたしたした来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降のののの方方方方針針針針案案案案がががが、、、、学校学校学校学校にににに十十十十分分分分にににに周知周知周知周知されていないことをされていないことをされていないことをされていないことを意味意味意味意味しししし、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿をををを用用用用意意意意したとしたとしたとしたと言言言言ううううにはにはにはには不不不不足足足足しておりますしておりますしておりますしております。。。。奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会奈良県教育委員会のののの指指指指針針針針にはにはにはには「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性のののの育成育成育成育成」」」」ががががううううたたたたわわわわれてれてれてれておりおりおりおり、、、、過去過去過去過去３３３３回回回回開開開開催催催催されたされたされたされた野外活動野外活動野外活動野外活動センターセンターセンターセンターのありのありのありのあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会ではそのではそのではそのではその指指指指針針針針にににに十十十十分分分分答答答答ええええ、、、、高高高高いいいい教育教育教育教育効効効効果果果果がががが得得得得られるとのられるとのられるとのられるとの意意意意見見見見がありますがありますがありますがあります。。。。以上以上以上以上をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、従来利従来利従来利従来利用用用用されていたされていたされていたされていた学校学校学校学校はははは勿論勿論勿論勿論、、、、広広広広くくくく県県県県下下下下のののの学校学校学校学校団団団団体等体等体等体等がががが利利利利用用用用ででででききききるるるるよよよようううう、、、、県県県県民民民民・・・・教育現教育現教育現教育現場場場場ののののニニニニーーーーズズズズをををを把握把握把握把握してしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、そのそのそのそのニニニニーーーーズズズズにににに合合合合っっっったたたた施設施設施設施設のののの形態形態形態形態になるになるになるになるよよよようううう整備整備整備整備・・・・運運運運営計営計営計営計画画画画をををを進進進進めてめてめてめて頂頂頂頂くよくよくよくようううう要望要望要望要望いたしますいたしますいたしますいたします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、初初初初めてめてめてめて野外野外野外野外でででで活動活動活動活動するするするする子子子子どもどもどもども達達達達のののの様様様様 々々々々なななな実実実実態態態態をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、安全安全安全安全かつかつかつかつ円円円円滑滑滑滑にににに自自自自然然然然体験体験体験体験、、、、集団集団集団集団宿泊宿泊宿泊宿泊学学学学習習習習がががが進進進進めめめめられるよられるよられるよられるようううう県県県県としてとしてとしてとして野外野外野外野外でのでのでのでの学校教育学校教育学校教育学校教育をををを保障保障保障保障しししし、、、、そのそのそのその姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示してしてしてして下下下下さるよさるよさるよさるよううううおおおお願願願願いいいいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。②②②②当当当当センターセンターセンターセンターのののの指指指指導内容導内容導内容導内容ややややススススタタタタッフッフッフッフのののの質質質質のののの高高高高さといさといさといさといっっっったたたたソソソソフトフトフトフト面面面面はははは、、、、利利利利用用用用者者者者にとにとにとにとっっっってててて魅魅魅魅力力力力のののの一一一一つとなつとなつとなつとなっっっっているだけでなくているだけでなくているだけでなくているだけでなく、、、、従来従来従来従来よりよりよりより青青青青少少少少年年年年リーリーリーリーダダダダーーーーのののの育成育成育成育成にもにもにもにも大大大大ききききくくくく貢献貢献貢献貢献してしてしてしておりおりおりおり、、、、長年長年長年長年にににに培培培培わわわわれたれたれたれた財財財財産産産産ですですですです。。。。施設運施設運施設運施設運営営営営にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、実実実実際際際際にににに必必必必要要要要とされるとされるとされるとされる作作作作業業業業やややや労力労力労力労力をををを正正正正確確確確にににに把握把握把握把握したしたしたした上上上上でででで、、、、現現現現場場場場ででででのののの団団団団体対体対体対体対応応応応やややや施設整備施設整備施設整備施設整備にににに支支支支障障障障のないよのないよのないよのないよううううなななな指指指指導導導導ススススタタタタッフッフッフッフのののの人人人人数数数数・・・・質質質質をををを確確確確保保保保していただしていただしていただしていただきききき、、、、魅魅魅魅力力力力あるあるあるある指指指指導内容導内容導内容導内容ややややププププログログログログララララムムムムのののの充充充充実実実実をををを継継継継続続続続していただけるよしていただけるよしていただけるよしていただけるようううう要望要望要望要望いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた、、、、地地地地域社域社域社域社会会会会のののの教育教育教育教育力力力力・・・・野外活動教育野外活動教育野外活動教育野外活動教育のののの指指指指導導導導力力力力向上向上向上向上やややや青青青青少少少少年年年年リーリーリーリーダダダダーーーーのののの育成育成育成育成のののの一一一一端端端端をををを担担担担っっっっててててききききたたたた経経経経緯緯緯緯をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、今今今今後後後後もももも当当当当センターセンターセンターセンターののののフフフフィィィィーーーールドルドルドルドをををを研研研研修修修修のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその役役役役割割割割をををを発発発発揮揮揮揮ででででききききるよるよるよるよううううなななな環境環境環境環境をををを整整整整えていただくことをえていただくことをえていただくことをえていただくことを要望要望要望要望いたしますいたしますいたしますいたします。。。。そそそそううううしてしてしてして、、、、教育教育教育教育的的的的役役役役割割割割をををを継継継継続続続続してしてしてして果果果果たしていけるたしていけるたしていけるたしていける施設施設施設施設としてとしてとしてとして、、、、有有有有意意意意義義義義なななな運運運運営営営営をををを考考考考えていただえていただえていただえていただききききたいとたいとたいとたいと切切切切にににに願願願願いますいますいますいます。。。。
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それではそれではそれではそれでは、、、、請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号についてについてについてについて質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願願願願いますいますいますいます。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長これのこれのこれのこれの教育教育教育教育効効効効果果果果といといといといううううのはのはのはのは十十十十分分分分、、、、ここにここにここにここに書書書書かれていることはかれていることはかれていることはかれていることは認認認認めるめるめるめるわわわわけですけですけですけです○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員がががが、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ個個個個人的人的人的人的にはにはにはには説明説明説明説明のののの中中中中でででで、、、、例例例例ええええばばばば同同同同じじじじよよよよううううなななな施設施設施設施設がががが大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山市市市市にもにもにもにも天天天天理理理理市市市市にもにもにもにも奈良奈良奈良奈良市市市市にもあるからにもあるからにもあるからにもあるから、、、、それらをそれらをそれらをそれらを使使使使っっっってもらてもらてもらてもらっっっったらいいといたらいいといたらいいといたらいいというううう県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会のののの考考考考ええええ方方方方もあるもあるもあるもあるよよよよううううですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ここにここにここにここに書書書書かれているかれているかれているかれているソソソソフトフトフトフトのののの分野分野分野分野でででで同同同同じじじじよよよよううううななななレベレベレベレベルルルルなのかといなのかといなのかといなのかというううう問問問問題題題題がががが１１１１つとつとつとつと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、どこのどこのどこのどこの町町町町へへへへ行行行行っっっってもてもてもても、、、、ここはここはここはここは我我我我がががが町町町町のものだといのものだといのものだといのものだといううううのでのでのでので、、、、例例例例ええええばばばば利利利利用用用用するとするとするとするとききききにににに料料料料金金金金がががが要要要要るかどるかどるかどるかどううううかかかか、、、、天天天天理理理理市市市市ややややそこらそこらそこらそこら調調調調べべべべていないからていないからていないからていないからわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、、、、市市市市外外外外のののの者者者者とととと市市市市内内内内のののの者者者者とでとでとでとで利利利利用料用料用料用料金金金金がががが違違違違ううううとかとかとかとか、、、、でででで、、、、違違違違ううううならならならなら違違違違っっっってもそれはてもそれはてもそれはてもそれはややややむむむむをををを得得得得ないとすれないとすれないとすれないとすればばばば、、、、実実実実際際際際にににに特特特特にににに夏夏夏夏にににに利利利利用用用用がががが集中集中集中集中するとするとするとすると思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、そそそそうううういいいいうううう利利利利用用用用がでがでがでができきききるるるるのかどのかどのかどのかどううううかですかですかですかですねねねね。。。。いいいいっっっっぱぱぱぱいでもいでもいでもいでもううううおおおお断断断断りですといりですといりですといりですといううううことなのかことなのかことなのかことなのか、、、、ももももううううそこがあいてそこがあいてそこがあいてそこがあいて、、、、どどどどうぞうぞうぞうぞごごごご自自自自由由由由にににに、、、、おおおお受受受受けしますけしますけしますけします、、、、使使使使っっっってくださいといてくださいといてくださいといてくださいといううううよよよよううううなななな体体体体制制制制にそにそにそにそうううういいいいっっっったたたた天天天天理理理理市市市市、、、、奈奈奈奈良良良良市市市市、、、、大大大大和郡和郡和郡和郡山山山山市市市市といといといといううううのがなのがなのがなのがなっっっっているのかどているのかどているのかどているのかどううううかかかか。。。。このこのこのこの辺辺辺辺はははは特特特特にあえてにあえてにあえてにあえて聞聞聞聞いておいておいておいておききききたいたいたいたい。。。。県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会はははは利利利利用用用用ででででききききますといますといますといますというううう言言言言いいいい方方方方をされたとをされたとをされたとをされたと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。委員委員委員委員のごのごのごのご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えをいたしますえをいたしますえをいたしますえをいたします。。。。○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長ままままずずずずソソソソフトフトフトフト分野分野分野分野ですがですがですがですが、、、、県立野外活動県立野外活動県立野外活動県立野外活動センターセンターセンターセンターにつにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、ソソソソフトフトフトフト部部部部門門門門についてのについてのについてのについての充充充充実実実実がががが、、、、他他他他のののの市市市市町町町町村村村村であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国国国国立立立立曽爾青曽爾青曽爾青曽爾青少少少少年自年自年自年自然然然然のののの家家家家にににに比比比比べべべべてててて充充充充実実実実をしていをしていをしていをしているといるといるといるというううう評価評価評価評価をををを得得得得ておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、来来来来年年年年以以以以降降降降ももももソソソソフトフトフトフトののののププププログログログログララララムムムム等等等等についてはについてはについてはについては、、、、現現現現行行行行のものはそのままのものはそのままのものはそのままのものはそのまま継継継継続続続続をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききますしますしますしますし、、、、現現現現在在在在、、、、課課課課題題題題あるいはあるいはあるいはあるいは弱弱弱弱いなといなといなといなと思思思思っっっっておりますのがておりますのがておりますのがておりますのが、、、、地地地地域域域域とととと連連連連携携携携したしたしたしたププププログログログログララララムムムムがががが少少少少しないのかなとしないのかなとしないのかなとしないのかなと思思思思っっっっておりまておりまておりまておりますのですのですのですので、、、、それにつそれにつそれにつそれにつききききましてもましてもましてもましても次次次次年度年度年度年度以以以以降降降降取取取取りりりり組組組組みみみみをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。あとあとあとあと、、、、委員委員委員委員がががが市市市市町町町町村村村村のののの施設施設施設施設のののの料料料料金金金金についてはについてはについてはについては市市市市内内内内、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市外外外外でででで差差差差があるのかといがあるのかといがあるのかといがあるのかといううううおおおお話話話話ですがですがですがですが、、、、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには市市市市内内内内とととと市市市市外外外外でででで料料料料金金金金にににに差差差差をつけておられますをつけておられますをつけておられますをつけておられます。。。。またまたまたまた、、、、私私私私どものどものどものどもの施設施設施設施設につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても、、、、現現現現行行行行、、、、県外県外県外県外とととと県県県県内内内内のごのごのごのご利利利利用用用用のののの方方方方についてはについてはについてはについては差差差差がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、夏夏夏夏のののの利利利利用用用用等等等等、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのののの方方方方がごがごがごがご利利利利用用用用いただくといただくといただくといただくとききききについてについてについてについて、、、、いいいいっっっっぱぱぱぱいでいでいでいで利利利利用用用用ででででききききなくななくななくななくなっっっってしまてしまてしまてしまううううのではないかといのではないかといのではないかといのではないかといううううおおおお話話話話があがあがあがあっっっったとたとたとたと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、実実実実はははは私私私私どものどものどものどもの施施施施設設設設もそもそもそもそううううですがですがですがですが、、、、市市市市町町町町村村村村のののの施設施設施設施設につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても、、、、一一一一番番番番ごごごご利利利利用用用用のののの多多多多いいいい時時時時期期期期がががが５５５５月月月月、、、、６６６６月月月月のののの学学学学校校校校のののの団団団団体体体体のごのごのごのご利利利利用用用用がががが一一一一番番番番多多多多くごくごくごくござざざざいますいますいますいます。。。。夏夏夏夏はははは逆逆逆逆にににに、、、、社社社社会教育会教育会教育会教育団団団団体体体体であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはごごごご家家家家族族族族連連連連れとかのごれとかのごれとかのごれとかのご利利利利用用用用がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、満杯満杯満杯満杯といといといというううう状態状態状態状態ではではではでは逆逆逆逆にごにごにごにござざざざいまいまいまいませせせせんんんん。。。。今今今今、、、、請願請願請願請願書書書書のののの中中中中でもでもでもでも申申申申しししし込込込込みみみみ人人人人数数数数、、、、利利利利用団用団用団用団体体体体数数数数がががが少少少少しししし減減減減っっっっているではないかといているではないかといているではないかといているではないかといううううごごごご指指指指摘摘摘摘をいただをいただをいただをいただいておるのですがいておるのですがいておるのですがいておるのですが、、、、このこのこのこの前前前前、、、、ありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会でででで教育委員会部局教育委員会部局教育委員会部局教育委員会部局のののの委員委員委員委員からもおからもおからもおからもお話話話話をいたをいたをいたをいた
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だいたのですがだいたのですがだいたのですがだいたのですが、、、、利利利利用用用用時時時時期期期期をををを調調調調整整整整していただくといしていただくといしていただくといしていただくというううう形形形形をとをとをとをとっっっっていただけれていただけれていただけれていただければばばば十十十十分分分分ごごごご利利利利用用用用いただけるのではないかといただけるのではないかといただけるのではないかといただけるのではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。料料料料金金金金のことをついでにのことをついでにのことをついでにのことをついでに聞聞聞聞いておいておいておいておききききたいのですけれどもたいのですけれどもたいのですけれどもたいのですけれども、、、、例例例例ええええばばばば各市各市各市各市町町町町村村村村ででででやややや○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員っっっっているているているている方方方方がががが安安安安いといといといと。。。。それでそれでそれでそれで、、、、県県県県のののの方方方方がががが高高高高いといいといいといいといううううよよよよううううなななな。。。。でででで、、、、県県県県のののの方方方方がががが高高高高かかかかっっっったらたらたらたら、、、、市市市市町町町町村村村村へへへへ行行行行っっっったらたらたらたら安安安安いのだからえろいのだからえろいのだからえろいのだからえろううううもならないけれどももならないけれどももならないけれどももならないけれども、、、、逆逆逆逆にににに市市市市町町町町村村村村にににに行行行行っっっったらたらたらたら、、、、県県県県のののの分分分分よりよりよりより高高高高いといいといいといいといううううよよよよううううなななな、、、、そそそそうううういいいいうううう料料料料金金金金のののの問題問題問題問題ではないとではないとではないとではないと思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、調調調調査査査査がでがでがでができきききていれていれていれていればばばば参考参考参考参考にににに聞聞聞聞かかかかせせせせてほしいてほしいてほしいてほしい。。。。済済済済みみみみまままませせせせんんんん。。。。市市市市町町町町村村村村のののの施設施設施設施設についてのについてのについてのについての料料料料金金金金をををを手手手手持持持持ちちちちでででで持持持持っっっっ○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長ておらないのでておらないのでておらないのでておらないので、、、、またまたまたまた後後後後ほどごほどごほどごほどご報告報告報告報告はさはさはさはさせせせせていただていただていただていただききききますがますがますがますが、、、、例例例例ええええばばばば国国国国立立立立曽爾青曽爾青曽爾青曽爾青少少少少年自年自年自年自然然然然のののの家家家家でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、施設施設施設施設利利利利用料用料用料用料はははは無無無無料料料料でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。奈良県立野外活動奈良県立野外活動奈良県立野外活動奈良県立野外活動センターセンターセンターセンターですがですがですがですが、、、、例例例例ええええばばばばロッロッロッロッジジジジでででで、、、、県県県県内内内内のののの例例例例ええええばばばば２２２２４４４４歳以下歳以下歳以下歳以下のののの方方方方がおがおがおがお泊泊泊泊まりをいただまりをいただまりをいただまりをいただききききますとますとますとますと４４４４３０３０３０３０円円円円、、、、県外県外県外県外のののの方方方方でしたらでしたらでしたらでしたら７７７７５５５５００００円円円円であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、日日日日帰帰帰帰りでしたらりでしたらりでしたらりでしたら、、、、同同同同じじじじ年年年年齢齢齢齢層層層層のののの方方方方でででで指指指指導導導導者者者者のののの方方方方でしたらでしたらでしたらでしたら６０６０６０６０円円円円ですがですがですがですが、、、、県外県外県外県外のののの方方方方でしたらでしたらでしたらでしたら１７０１７０１７０１７０円円円円であるとであるとであるとであると。。。。大大大大体全体全体全体全国的国的国的国的にはほにはほにはほにはほぼぼぼぼこのこのこのこのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの料料料料金金金金設設設設定定定定をされてるところがをされてるところがをされてるところがをされてるところが多多多多いといといといと聞聞聞聞きききき及及及及んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。結構結構結構結構ですですですです。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員 このこのこのこの施設施設施設施設がでがでがでができきききてててて、、、、４４４４００００年年年年ぐぐぐぐらいたつのですからいたつのですからいたつのですからいたつのですか。。。。私私私私もももも何回何回何回何回かかかか宿泊宿泊宿泊宿泊研研研研修修修修ささささせせせせてててて○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員いただいたことがいただいたことがいただいたことがいただいたことが、、、、ももももうううう遠遠遠遠いいいい昔昔昔昔ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、非常非常非常非常にににに楽楽楽楽しいしいしいしい思思思思いいいい出出出出はははは残残残残されていましたされていましたされていましたされていました。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校団団団団体体体体のののの利利利利用用用用予定者予定者予定者予定者がががが９０９０９０９０校校校校からからからから５５５５００００校校校校にににに減減減減っっっったとかたとかたとかたとか、、、、具具具具体体体体的的的的にににに数数数数字字字字がががが上上上上ががががっっっっていますけれどもていますけれどもていますけれどもていますけれども、、、、減減減減っっっったたたた理理理理由由由由といといといといううううのがそののがそののがそののがその裏裏裏裏にはあるとにはあるとにはあるとにはあると思思思思ううううのですのですのですのです。。。。単単単単ににににそこらそこらそこらそこら辺辺辺辺、、、、設設設設立当立当立当立当初初初初ののののニニニニーーーーズズズズとととと今今今今のののの時時時時代代代代背背背背景景景景にしてにしてにしてにして、、、、部部部部屋屋屋屋、、、、そのそのそのその辺辺辺辺がががが違違違違っっっっててててききききたのではなたのではなたのではなたのではないかといいかといいかといいかというううう気気気気がしますがしますがしますがします。。。。このこのこのこの違違違違うううう点点点点ををををセンターセンターセンターセンターとしてもとしてもとしてもとしても、、、、そのそのそのそのニニニニーーーーズズズズにににに合合合合っっっったたたた運運運運営営営営のののの仕仕仕仕方方方方でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか施設施設施設施設のののの補補補補充充充充とかとかとかとか、、、、改改改改めていかなけれめていかなけれめていかなけれめていかなければばばばいけないいけないいけないいけない点点点点もこのもこのもこのもこの裏裏裏裏にはあるのではにはあるのではにはあるのではにはあるのではないかといないかといないかといないかというううう気気気気がしますがしますがしますがします。。。。このこのこのこの請願書請願書請願書請願書にあるよにあるよにあるよにあるよううううにににに、、、、存続存続存続存続するのかしないのかといするのかしないのかといするのかしないのかといするのかしないのかといううううことことことこともももも大大大大切切切切ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、存続存続存続存続していこしていこしていこしていこううううとするならとするならとするならとするならばばばば、、、、どどどどうううういいいいうぐうぐうぐうぐあいにあいにあいにあいに改良改良改良改良していしていしていしていっっっったらたらたらたらいいのかといいいのかといいいのかといいいのかといううううことももことももことももことももうううう少少少少しししし考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばいけないのではないかなといけないのではないかなといけないのではないかなといけないのではないかなと。。。。単単単単にににに利利利利用用用用するするするする側側側側からすれからすれからすれからすればばばば、、、、ああああっっっったものがなくなたものがなくなたものがなくなたものがなくなっっっったりたりたりたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは縮縮縮縮小小小小されたりといされたりといされたりといされたりといううううことになりことになりことになりことになりますとますとますとますと、、、、利利利利用用用用価価価価値値値値がなおさらがなおさらがなおさらがなおさら減減減減るのでるのでるのでるので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは改良改良改良改良のののの余余余余地地地地がががが残残残残されているされているされているされている部分部分部分部分についてについてについてについてはははは、、、、十十十十分分分分検討検討検討検討をををを進進進進めていくめていくめていくめていく中中中中でででで、、、、ももももっっっっとととと引引引引ききききつけていくといつけていくといつけていくといつけていくといううううかかかか、、、、ここここちちちちらかららかららかららから利利利利用用用用ががががふふふふええええるといるといるといるといううううよよよよううううなものをなものをなものをなものを提提提提示示示示していくしていくしていくしていく必必必必要要要要があるのではないかなとがあるのではないかなとがあるのではないかなとがあるのではないかなと。。。。設設設設立当立当立当立当初初初初、、、、非常非常非常非常にににに好評好評好評好評でででで多多多多かかかかっっっったたたた時時時時代代代代のことをのことをのことをのことを思思思思ええええばばばば、、、、大大大大分分分分時時時時代代代代もももも変変変変化化化化してしてしてしてききききているよているよているよているよううううなななな気気気気がしますのでがしますのでがしますのでがしますので、、、、そそそそ
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のののの点点点点、、、、どどどどうううういいいいううううところをところをところをところを改改改改めていかけれめていかけれめていかけれめていかければばばばいけないのかいけないのかいけないのかいけないのか。。。。ももももちちちちろろろろんんんん調調調調査査査査されているとはされているとはされているとはされているとは思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、何何何何かかかか次次次次のののの新新新新たなたなたなたな思思思思いといいといいといいといううううかかかか、、、、そそそそうううういいいいううううものをものをものをものを今今今今考考考考えておられることえておられることえておられることえておられることはありまはありまはありまはありませせせせんんんんかかかか。。。。 委員委員委員委員もおもおもおもお述述述述べべべべのよのよのよのよううううにににに、、、、このこのこのこのセンターセンターセンターセンターはははは設置後約設置後約設置後約設置後約４４４４２２２２年年年年たたたた○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長っっっっておりますておりますておりますております。。。。全般全般全般全般的的的的にににに設備設備設備設備がががが老朽化老朽化老朽化老朽化しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに実施実施実施実施をいたしましをいたしましをいたしましをいたしましたたたた利利利利用用用用者者者者へへへへのののの県県県県内内内内小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高３７６３７６３７６３７６校校校校ににににアアアアンンンンケケケケーーーートトトト調調調調査査査査をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました声声声声のののの中中中中にもにもにもにも、、、、施設施設施設施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化といといといというううう声声声声もごもごもごもござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ただただただただ、、、、逆逆逆逆にににに一一一一番番番番心心心心にににに残残残残っっっっているているているているププププログログログログララララムムムムはははは何何何何ですかですかですかですかといといといというううう設設設設問問問問にはにはにはには、、、、例例例例ええええばばばばキキキキャャャャンンンンププププファファファファイアイアイアイアであるとかであるとかであるとかであるとか自自自自炊炊炊炊活動活動活動活動であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、森森森森林林林林環境教育環境教育環境教育環境教育がががが心心心心にににに残残残残っっっっているとているとているとていると。。。。またまたまたまた、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度からはからはからはからは団団団団体体体体利利利利用用用用者者者者カカカカーーーードドドドといといといというううう形形形形でででで、、、、ごごごご利利利利用用用用いいいいただいたただいたただいたただいた方方方方 々々々々のおのおのおのお声声声声をおをおをおをお聞聞聞聞ききききするするするするカカカカーーーードドドドがあるのですががあるのですががあるのですががあるのですが、、、、そのそのそのその中中中中ではではではでは、、、、ロッロッロッロッジジジジややややテンテンテンテントトトトででででのののの友友友友達達達達とのとのとのとの語語語語らいがらいがらいがらいが印印印印象象象象深深深深くくくく残残残残っっっってますよといてますよといてますよといてますよといううううおおおお話話話話もいただいておりますもいただいておりますもいただいておりますもいただいております。。。。そそそそうううういいいいうううう意意意意味味味味合合合合いでいでいでいで、、、、次次次次年度年度年度年度からはからはからはからはロッロッロッロッジジジジととととテンテンテンテントトトトサイサイサイサイトトトトにににに特化特化特化特化してしてしてして、、、、よりよりよりより自自自自然然然然にににに則則則則したしたしたした形形形形でででで、、、、ただただただただしししし、、、、活動活動活動活動ププププログログログログララララムムムムについてはについてはについてはについては、、、、十十十十分活動分活動分活動分活動支援支援支援支援員員員員のもとのもとのもとのもと継継継継続実施続実施続実施続実施をしていをしていをしていをしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっってててておりますしおりますしおりますしおりますし、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたよしましたよしましたよしましたよううううにににに、、、、地地地地元元元元とのとのとのとの連連連連携携携携ののののププププログログログログララララムムムムといといといというううう点点点点がががが少少少少ないよないよないよないよううううにににに思思思思わわわわれておりますのでれておりますのでれておりますのでれておりますので、、、、地地地地元元元元とととと連連連連携携携携したよしたよしたよしたよううううななななププププログログログログララララムムムムにににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますしておりますしておりますしておりますし、、、、またまたまたまた、、、、これまではこれまではこれまではこれまでは障害者対障害者対障害者対障害者対応応応応のののの設備設備設備設備がががが不不不不足足足足しておりましたのでしておりましたのでしておりましたのでしておりましたので、、、、新新新新しいしいしいしい管管管管理理理理棟棟棟棟にはにはにはには、、、、車車車車いすでいすでいすでいすで利利利利用用用用いただけますいただけますいただけますいただけますシシシシャャャャワワワワーーーールルルルーーーームムムムであるとかであるとかであるとかであるとかトトトトイイイイレレレレ、、、、またまたまたまた、、、、各各各各ロッロッロッロッジジジジへへへへののののアプアプアプアプロロロローーーーチチチチにつにつにつにつききききましてもましてもましてもましても改良改良改良改良していくしていくしていくしていく予定予定予定予定をしておりますしをしておりますしをしておりますしをしておりますし、、、、一一一一番番番番最最最最初初初初にににに申申申申しまししまししまししましたたたた施設施設施設施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化へへへへのののの対対対対応応応応といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ロッロッロッロッジジジジ、、、、テンテンテンテントトトトサイサイサイサイトトトトのののの補修改修補修改修補修改修補修改修にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。ししししっっっっかりかりかりかりやっやっやっやってくださいてくださいてくださいてください。。。。○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員 このこのこのこの問題問題問題問題、、、、何何何何度度度度もももも取取取取りりりり上上上上げげげげているのですけれどもているのですけれどもているのですけれどもているのですけれども、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな公公公公共共共共施設施設施設施設、、、、ここここ○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員れがれがれがれがむむむむだだとかとだだとかとだだとかとだだとかと言言言言わわわわれるよれるよれるよれるよううううなことがなことがなことがなことが多多多多いいいい中中中中でででで、、、、本当本当本当本当にたくさにたくさにたくさにたくさんんんんのののの人人人人がこのがこのがこのがこの施設施設施設施設はよかはよかはよかはよかっっっったとたとたとたと、、、、いろいろなことでいろいろなことでいろいろなことでいろいろなことで勉勉勉勉強強強強になになになになっっっったとたとたとたと、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの中中中中でででで本当本当本当本当にににに県県県県のののの財財財財産産産産としてとしてとしてとして大大大大変変変変大大大大事事事事なななな役役役役割割割割をををを果果果果たしてたしてたしてたしてききききたたたた施設施設施設施設だとだとだとだと感感感感じじじじているているているているわわわわけですけですけですけです。。。。利利利利用用用用学校学校学校学校がががが平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年にににに９０９０９０９０校校校校だだだだっっっったのがたのがたのがたのが５５５５００００校校校校になになになになっっっったといたといたといたといううううことですけれどもことですけれどもことですけれどもことですけれども、、、、そそそそううううしたらしたらしたらしたら、、、、このこのこのこの残残残残りのりのりのりの４４４４００００校校校校はどこかはどこかはどこかはどこかのののの受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれがちちちちゃゃゃゃんんんんとあるのかとあるのかとあるのかとあるのか、、、、それとももそれとももそれとももそれとももううううププププログログログログララララムムムムがががが組組組組めなくてめなくてめなくてめなくて、、、、ここここううううしたしたしたした野外活野外活野外活野外活動動動動ををををややややめてしまめてしまめてしまめてしまっっっったのかたのかたのかたのか、、、、そのあたりがどそのあたりがどそのあたりがどそのあたりがどううううななななっっっっているのかているのかているのかているのか、、、、そのそのそのその点点点点をををを伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思っっっってててているのですけれどもいるのですけれどもいるのですけれどもいるのですけれども、、、、県県県県ががががホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジでででで、、、、来来来来年年年年からはからはからはからはロッロッロッロッジジジジととととテンテンテンテントトトトのののの利利利利用用用用になりますになりますになりますになりますといといといといううううことがことがことがことが、、、、９９９９月月月月でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、１０１０１０１０月月月月でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジでででで公公公公表表表表になりましてからになりましてからになりましてからになりましてから、、、、
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これまでこれまでこれまでこれまで奈良県奈良県奈良県奈良県のののの野外活動野外活動野外活動野外活動でででで使使使使っっっってまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました国国国国立立立立曽爾青曽爾青曽爾青曽爾青少少少少年自年自年自年自然然然然のののの家家家家がががが大大大大体体体体３３３３分分分分のののの１１１１、、、、ここのここのここのここの県立野外活動県立野外活動県立野外活動県立野外活動センターセンターセンターセンターがががが３３３３分分分分のののの１１１１、、、、そしてそしてそしてそして残残残残りのところでほかのところをりのところでほかのところをりのところでほかのところをりのところでほかのところを利利利利用用用用してしてしてしていたといいたといいたといいたといううううことでことでことでことで聞聞聞聞いておりましたのでいておりましたのでいておりましたのでいておりましたので、、、、国国国国立立立立曽爾青曽爾青曽爾青曽爾青少少少少年自年自年自年自然然然然のののの家家家家にににに行行行行ききききましてましてましてまして、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のこのこのこのこううううしたしたしたした野外活動野外活動野外活動野外活動のののの管理管理管理管理宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設がなくながなくながなくながなくなっっっったたたた分分分分がががが国国国国立立立立曽爾青曽爾青曽爾青曽爾青少少少少年自年自年自年自然然然然のののの家家家家にににに行行行行っっっったとたとたとたとききききにににに受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが可可可可能能能能かどかどかどかどううううかをかをかをかを聞聞聞聞ききききにににに行行行行かかかかせせせせていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれども、、、、ややややはりはりはりはり問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせがががが非常非常非常非常ににににふふふふえているといえているといえているといえているといううううことをことをことをことを言言言言わわわわれておりましてれておりましてれておりましてれておりまして、、、、そしてそしてそしてそして、、、、これまででしたらこれまででしたらこれまででしたらこれまででしたら第第第第１１１１次次次次希希希希望望望望、、、、第第第第２２２２次次次次希希希希望望望望でででで大大大大体体体体調調調調整整整整がでがでがでができきききていたのがていたのがていたのがていたのが、、、、秋秋秋秋以以以以降降降降のののの第第第第３３３３次次次次希希希希望望望望もももも聞聞聞聞かないとかないとかないとかないと受受受受けけけけ入入入入れがでれがでれがでれができきききないとないとないとないと言言言言わわわわれておりましたれておりましたれておりましたれておりました。。。。私私私私はははは地地地地元元元元のののの学校学校学校学校、、、、小学校小学校小学校小学校、、、、中中中中学校学校学校学校、、、、高校高校高校高校とととと回回回回っっっってまいりましててまいりましててまいりましててまいりまして、、、、今今今今ここここうううういいいいうううう状態状態状態状態だといだといだといだというううう話話話話をさをさをさをさせせせせていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれどもていただいたのですけれども、、、、皆皆皆皆ささささんんんん本当本当本当本当にににに、、、、もしもしもしもし秋秋秋秋以以以以降降降降となりますととなりますととなりますととなりますと、、、、大大大大体体体体学校学校学校学校ではではではでは運運運運動会動会動会動会ががががププププログログログログララララムムムムにににに組組組組まれておりましてまれておりましてまれておりましてまれておりまして、、、、それをそれをそれをそれを動動動動かしてかしてかしてかしてややややるといるといるといるといううううのにはのにはのにはのには、、、、今今今今とてもそれだけのとてもそれだけのとてもそれだけのとてもそれだけのゆゆゆゆとりがないととりがないととりがないととりがないと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、テンテンテンテントトトトととととロッロッロッロッジジジジだけになるとだけになるとだけになるとだけになると、、、、もしそこにもしそこにもしそこにもしそこに子子子子どもをどもをどもをどもを連連連連れていくことになりましたられていくことになりましたられていくことになりましたられていくことになりましたら、、、、先先先先生生生生のののの数数数数をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん連連連連れていかないとれていかないとれていかないとれていかないと安全管理安全管理安全管理安全管理のののの面面面面でででで非常非常非常非常にににに心心心心配配配配があるとがあるとがあるとがあると。。。。だけどだけどだけどだけど、、、、今今今今のののの学校学校学校学校のののの現現現現場場場場のののの状態状態状態状態からいえからいえからいえからいえばばばば、、、、とてもとてもとてもとても現現現現場場場場からからからから先先先先生生生生をををを抜抜抜抜いていていていて野外活動野外活動野外活動野外活動のためにたくさのためにたくさのためにたくさのためにたくさんんんんのののの人人人人をををを連連連連れていくといれていくといれていくといれていくといううううのはのはのはのは困困困困難難難難だといだといだといだといううううのがのがのがのが現現現現場場場場のののの先先先先生方生方生方生方のののの意意意意見見見見だだだだっっっったのですたのですたのですたのです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県がこのがこのがこのがこの老朽化老朽化老朽化老朽化になになになになっっっってててて、、、、今今今今後後後後どどどどううううしていくのかとしていくのかとしていくのかとしていくのかといいいいううううことをことをことをことを考考考考えるとえるとえるとえるとききききにににに、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの受受受受けけけけ皿皿皿皿をなくすといをなくすといをなくすといをなくすといううううことだけはことだけはことだけはことだけは絶絶絶絶対対対対にしてはなにしてはなにしてはなにしてはならないとらないとらないとらないと思思思思っっっっておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、このこのこのこの９０９０９０９０校校校校からからからから５５５５００００校校校校にににに減減減減っっっったそのたそのたそのたその４４４４００００校校校校がどがどがどがどううううななななっっっっているているているているのかのかのかのか調調調調べべべべているのがありましたらているのがありましたらているのがありましたらているのがありましたら、、、、そのそのそのその点点点点ぜひぜひぜひぜひおおおお聞聞聞聞かかかかせせせせをいただをいただをいただをいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。申申申申しししし込込込込みみみみのののの中中中中でででで減減減減っっっったたたた数数数数がどがどがどがどううううされておられるかについてされておられるかについてされておられるかについてされておられるかについて○○○○金澤青少年金澤青少年金澤青少年金澤青少年・・・・生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長具具具具体体体体的的的的にににに調調調調べべべべたたたたデデデデータータータータはははは持持持持っっっっておりまておりまておりまておりませせせせんんんん。。。。ただただただただ、、、、減減減減っっっっていていていていっっっったことについてはたことについてはたことについてはたことについては、、、、来来来来年年年年かかかからそらそらそらそうううういいいいうううう形形形形でででで運運運運営方法営方法営方法営方法がががが変変変変わわわわるといるといるといるといううううことにことにことにことに、、、、あるあるあるある一定一定一定一定戸惑戸惑戸惑戸惑いをおいをおいをおいをお持持持持ちちちちのののの学校学校学校学校があるとがあるとがあるとがあるといいいいううううのはのはのはのは重重重重 々々々々承知承知承知承知をしておりますのでをしておりますのでをしておりますのでをしておりますので、、、、今今今今後後後後もももも教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会ともともともとも協協協協力力力力をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、利利利利用用用用方法方法方法方法云云云云 々々々々についてについてについてについてＰＰＰＰＲＲＲＲしていくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ側側側側につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても、、、、実実実実際際際際おおおお使使使使いいただいいただいいただいいただくくくく１１１１カカカカ月月月月前前前前にににに打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせをををを設設設設定定定定ささささせせせせていただいていますのでていただいていますのでていただいていますのでていただいていますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺でおいでいただくでおいでいただくでおいでいただくでおいでいただく方方方方々々々々のごのごのごのご不便不便不便不便にならないよにならないよにならないよにならないよううううにににに精精精精いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい努力努力努力努力をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でででですすすす。。。。 県県県県ががががテンテンテンテントトトトととととロッロッロッロッジジジジをををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした施設施設施設施設にしますといにしますといにしますといにしますといううううことをことをことをことを公公公公表表表表してからしてからしてからしてから、、、、○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員このこのこのこの９０９０９０９０校校校校がががが５５５５００００校校校校にににに減減減減っっっってしまてしまてしまてしまっっっったといたといたといたといううううことになることになることになることになるわわわわけですけですけですけです。。。。そそそそううううしたらしたらしたらしたら、、、、そのそのそのそのテンテンテンテントトトトととととロッロッロッロッジジジジだけをだけをだけをだけを中中中中心心心心としたとしたとしたとした施設施設施設施設にににに新新新新しくしたとしてもしくしたとしてもしくしたとしてもしくしたとしても、、、、結結結結局局局局そのそのそのそのニニニニーーーーズズズズとはとはとはとは異異異異なるのでなるのでなるのでなるので
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はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。ですからですからですからですから、、、、ややややはりこれまでのはりこれまでのはりこれまでのはりこれまでの管理管理管理管理棟棟棟棟をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした、、、、初初初初めてのめてのめてのめての子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちをををを安心安心安心安心してしてしてして連連連連れていけるといれていけるといれていけるといれていけるというううう、、、、ままままずずずずそそそそううううしたしたしたした体体体体制制制制をつくをつくをつくをつくっっっってててて、、、、そのそのそのその上上上上でででで子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちののののレベレベレベレベルルルルとかとかとかとか発発発発達達達達のののの状態状態状態状態にににに合合合合わせわせわせわせてこてこてこてこううううしたしたしたしたテンテンテンテントトトトややややロッロッロッロッジジジジのののの利利利利用用用用はははは大大大大いにしていいにしていいにしていいにしていっっっったたたたらいいとらいいとらいいとらいいと思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、ままままずずずず一一一一番番番番ののののベベベベーーーーススススのところだけはのところだけはのところだけはのところだけはきちっきちっきちっきちっとととと県県県県としてつくとしてつくとしてつくとしてつくっっっっておかなくてはいけないのではないかとておかなくてはいけないのではないかとておかなくてはいけないのではないかとておかなくてはいけないのではないかと意意意意見見見見をををを申申申申しししし上上上上げげげげておておておておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今回回回回のののの請願請願請願請願、、、、すごくすごくすごくすごく奥奥奥奥ゆゆゆゆかしくかしくかしくかしく書書書書いているなといているなといているなといているなと。。。。これをこれをこれをこれを採択採択採択採択してもしてもしてもしても、、、、課課課課題題題題がががが○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい残残残残るとるとるとると思思思思いながらもいながらもいながらもいながらも、、、、すごくすごくすごくすごく謙虚謙虚謙虚謙虚にににに書書書書いているしいているしいているしいているし、、、、合合合合意意意意をををを得得得得れるよれるよれるよれるよううううなななな形形形形でででで一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命やっやっやっやっているのはているのはているのはているのは伝伝伝伝わっわっわっわっててててききききますますますます。。。。それなのにといそれなのにといそれなのにといそれなのにといううううことですけれどもことですけれどもことですけれどもことですけれども、、、、例例例例ええええばばばば今今今今、、、、今今今今井委員井委員井委員井委員がおがおがおがおっっっっししししゃゃゃゃっっっったよたよたよたよううううにににに、、、、ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジにににに議会議会議会議会でででで決決決決めなけれめなけれめなけれめなければばばば書書書書けないけないけないけない内容内容内容内容のことをのことをのことをのことを勇勇勇勇みみみみ足足足足でででで書書書書いてしまいてしまいてしまいてしまうううう。。。。そのそのそのその書書書書くくくく側側側側ののののププププレッレッレッレッシシシシャャャャーーーーといといといといううううのですかのですかのですかのですか、、、、ここだけのここだけのここだけのここだけの課課課課だけでだけでだけでだけではなしにはなしにはなしにはなしに、、、、いろいろいろいろんんんんなところでなところでなところでなところでフフフフライライライラインンンンググググしているししているししているししているし、、、、議員議員議員議員とととと同同同同じじじじ情情情情報報報報をををを共共共共有化有化有化有化しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないのにいけないのにいけないのにいけないのに、、、、全全全全くくくく情情情情報報報報をををを持持持持っっっってこないでてこないでてこないでてこないで、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん中中中中身身身身だけだけだけだけ走走走走ららららせせせせているといているといているといているといううううのはのはのはのは、、、、ももももううううこれだけではないとこれだけではないとこれだけではないとこれだけではないと思思思思いながらいながらいながらいながら、、、、これをこれをこれをこれを読読読読んんんんでいるとでいるとでいるとでいるとききききにににに、、、、過去過去過去過去３３３３回回回回開開開開催催催催されたされたされたされた野外野外野外野外活動活動活動活動センターセンターセンターセンターのありのありのありのあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のことがのことがのことがのことが、、、、多多多多分分分分情情情情報報報報公公公公開開開開でそのでそのでそのでその団団団団体体体体がががが手手手手にににに入入入入れてれてれてれて、、、、僕僕僕僕ららららがががが皆皆皆皆知知知知っっっっているといているといているといているというううう状況状況状況状況認認認認識識識識でででで書書書書かれているのですかれているのですかれているのですかれているのです。。。。といといといというううう話話話話でなるならでなるならでなるならでなるならばばばば、、、、担担担担当課当課当課当課がががが３３３３回回回回のありのありのありのあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のののの中中中中身身身身をををを請求請求請求請求しなくてもしなくてもしなくてもしなくても議員議員議員議員にににに出出出出してしてしてしてききききてててて、、、、具具具具体体体体的的的的にどにどにどにどううううありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会がががが変変変変化化化化してしてしてしてききききたのかをたのかをたのかをたのかを共通共通共通共通認認認認識識識識のののの上上上上でででで論論論論議議議議をををを進進進進められるよめられるよめられるよめられるよううううにすにすにすにすべべべべききききだとだとだとだと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。それをそれをそれをそれを、、、、議員議員議員議員のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、あなたあなたあなたあなた欲欲欲欲しかしかしかしかっっっったらたらたらたら情情情情報報報報をををを自分自分自分自分でででで手手手手にににに入入入入れなさいれなさいれなさいれなさい、、、、といといといといううううふふふふううううなななな乗乗乗乗りでりでりでりで、、、、それはそれはそれはそれは担担担担当課当課当課当課だけとだけとだけとだけと違違違違いいいい、、、、みみみみんんんんながながながながそそそそううううだとだとだとだと思思思思っっっっているのですているのですているのですているのです。。。。だからだからだからだから、、、、ここでここでここでここで言言言言ううううならならならならばばばば、、、、ありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会がががが第第第第１１１１回回回回目目目目かかかからららら第第第第３３３３回回回回目目目目のののの中中中中でででで問題問題問題問題提提提提起起起起されたされたされたされた以以以以降降降降、、、、どどどどうううう教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが変変変変わっわっわっわったのかたのかたのかたのか。。。。教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会はははは今今今今までまでまでまで、、、、本本本本来来来来自分自分自分自分のところがのところがのところがのところが、、、、特特特特にににに学校学校学校学校のののの野外活動野外活動野外活動野外活動のことにのことにのことにのことに関関関関してはしてはしてはしては管管管管轄轄轄轄していたしていたしていたしていた。。。。それをそれをそれをそれを知知知知事部局事部局事部局事部局がががが、、、、生生生生駒市駒市駒市駒市もそもそもそもそううううなのですよなのですよなのですよなのですよ、、、、ふふふふれあいれあいれあいれあいセンターセンターセンターセンターといといといといううううところにもところにもところにもところにもうううう指定管理指定管理指定管理指定管理にににに出出出出してしましてしましてしましてしまっっっっているのですよているのですよているのですよているのですよ、、、、ここここうううういいいいううううところところところところ。。。。ももももうううう一一一一つのつのつのつの流流流流れなのですれなのですれなのですれなのです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、行行行行政政政政ママママンンンンはははは、、、、これはもこれはもこれはもこれはもうううう、、、、一一一一つのつのつのつの流流流流れなのだれなのだれなのだれなのだ。。。。上上上上からからからから言言言言わわわわれたらもれたらもれたらもれたらもうううう仕仕仕仕方方方方がないのだといがないのだといがないのだといがないのだというううう乗乗乗乗りなのですりなのですりなのですりなのです。。。。僕僕僕僕はよくはよくはよくはよく踏踏踏踏んんんん張張張張っっっっているとているとているとていると思思思思っっっっていますよていますよていますよていますよ、、、、今今今今のののの中中中中でででで。。。。そそそそううううなのだけれどもなのだけれどもなのだけれどもなのだけれども、、、、ややややはりはりはりはり教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会からなからなからなからなぜぜぜぜ知知知知事部局事部局事部局事部局にここのにここのにここのにここの建建建建物物物物をををを、、、、そそそそうううういいいいうううう活動活動活動活動ののののセンターセンターセンターセンターをををを移移移移管管管管したしたしたしたのかといのかといのかといのかといううううところまでところまでところまでところまで僕僕僕僕はははは疑疑疑疑っっっっているのですているのですているのですているのです、、、、実実実実はははは。。。。ここでここでここでここで教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会はははは歯歯歯歯ががががゆゆゆゆいいいい形形形形でででで、、、、多多多多分分分分このありこのありこのありこのあり方方方方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のののの中中中中でででで言言言言いたいことをいたいことをいたいことをいたいことを知知知知事部局事部局事部局事部局相手相手相手相手にににに言言言言っっっってもてもてもても、、、、言言言言いたいこといたいこといたいこといたいことがががが届届届届いているのかいているのかいているのかいているのか届届届届いていないかいていないかいていないかいていないかわわわわからないよからないよからないよからないよううううなななな会議会議会議会議のののの場場場場所所所所ででででやっやっやっやっているとているとているとていると想像想像想像想像がつがつがつがつきききき
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ますよますよますよますよ。。。。圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的なななな力力力力だからだからだからだから知知知知事部局事部局事部局事部局はははは、、、、といといといといううううことがことがことがことが想像想像想像想像されるのですされるのですされるのですされるのです。。。。そそそそうううういいいいううううことでことでことでことで、、、、ここでここでここでここで物物物物すごくすごくすごくすごく、、、、すごくすごくすごくすごく奥奥奥奥ゆゆゆゆかしくかしくかしくかしく書書書書いているのですいているのですいているのですいているのです。。。。県県県県民民民民ニニニニーーーーズズズズをををを把握把握把握把握していただしていただしていただしていただきききき、、、、そのそのそのそのニニニニーーーーズズズズにににに合合合合っっっったたたた施設施設施設施設形態形態形態形態になるよになるよになるよになるようううう整備運整備運整備運整備運営計営計営計営計画画画画をををを進進進進めていただめていただめていただめていただくよくよくよくようううう要望要望要望要望いたしますといいたしますといいたしますといいたしますといううううのものものものも、、、、そのままそのままそのままそのまま採択採択採択採択してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと思思思思うううう。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、これをこれをこれをこれを採採採採択択択択したらしたらしたらしたら、、、、知知知知事部局事部局事部局事部局はどはどはどはどううううこのことをこのことをこのことをこのことを理解理解理解理解してくれますかしてくれますかしてくれますかしてくれますか。。。。宿泊宿泊宿泊宿泊型型型型をををを残残残残すのかすのかすのかすのか残残残残さないのさないのさないのさないのかとかかとかかとかかとかねねねね。。。。残残残残すすすす方方方方向向向向でででで検討検討検討検討するよするよするよするよううううにこのにこのにこのにこの中中中中身身身身はははは書書書書いてあるといてあるといてあるといてあると読読読読みみみみかえてこのかえてこのかえてこのかえてこの請願請願請願請願をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに扱扱扱扱っっっってくれるのかてくれるのかてくれるのかてくれるのか。。。。いいいいややややいいいいやややや、、、、これはもこれはもこれはもこれはもうううう課課課課題題題題だけでだけでだけでだけで、、、、趣旨採択趣旨採択趣旨採択趣旨採択とよくとよくとよくとよく似似似似たたたた文章文章文章文章だからだからだからだから、、、、何何何何とでもとでもとでもとでも採択採択採択採択しろとしろとしろとしろと見見見見るのかるのかるのかるのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところのところのところのところ、、、、担担担担当課当課当課当課だけではしだけではしだけではしだけではしんんんんどいのでどいのでどいのでどいので、、、、宮谷宮谷宮谷宮谷くらくらくらくらしししし創造部長創造部長創造部長創造部長にににに言言言言っっっってもらてもらてもらてもらっっっったらたらたらたら結構結構結構結構ですですですです。。。。宿泊宿泊宿泊宿泊型型型型ロッロッロッロッジジジジ、、、、テンテンテンテントトトトをををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして残残残残すといすといすといすというううう○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長ことですことですことですことです。。。。そそそそうううういいいいううううことではないですかことではないですかことではないですかことではないですか。。。。（（（（ 宿泊棟宿泊棟宿泊棟宿泊棟はははは」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「 宿泊棟宿泊棟宿泊棟宿泊棟はははは使使使使いまいまいまいませせせせんんんん、、、、来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降はははは。。。。といといといといううううここここ○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長とですとですとですとです。。。。 ずっずっずっずっとととと危惧危惧危惧危惧してるのはしてるのはしてるのはしてるのは、、、、指定管理指定管理指定管理指定管理ににににアウアウアウアウトトトトソソソソーシンーシンーシンーシンググググしていくしていくしていくしていくんんんんだろだろだろだろうううう、、、、出出出出○○○○高柳委員高柳委員高柳委員高柳委員していくだろしていくだろしていくだろしていくだろうううう、、、、そのためのそのためのそのためのそのための地地地地ならしだとならしだとならしだとならしだと思思思思いいいい込込込込んんんんでいるのですでいるのですでいるのですでいるのです。。。。前前前前のののの答弁答弁答弁答弁でででで、、、、出出出出さないさないさないさないとととと言言言言いましたよいましたよいましたよいましたよ。。。。だけれどもだけれどもだけれどもだけれども、、、、あなたたあなたたあなたたあなたたちちちちがいるとがいるとがいるとがいるとききききにはにはにはには出出出出さないかもしれないけれどもさないかもしれないけれどもさないかもしれないけれどもさないかもしれないけれども、、、、多多多多分出分出分出分出すだろすだろすだろすだろううううとととと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。それといそれといそれといそれといううううよりよりよりより、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会からからからから本本本本来来来来のののの活動活動活動活動のののの舞舞舞舞台台台台をををを知知知知事事事事部局部局部局部局がもがもがもがもうううう奪奪奪奪っっっってしまてしまてしまてしまっっっっているとているとているとていると。。。。県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会がががが持持持持ちちちちながらするよながらするよながらするよながらするよううううにしたらにしたらにしたらにしたら、、、、体体体体もももも頭頭頭頭もももも含含含含めてめてめてめて一一一一緒緒緒緒になになになになっっっってててて考考考考えられるそのえられるそのえられるそのえられるその場場場場所所所所になるのだとになるのだとになるのだとになるのだと思思思思っっっっていますのでていますのでていますのでていますので、、、、これはもこれはもこれはもこれはもっっっっとととと明確明確明確明確にににに、、、、宿泊棟宿泊棟宿泊棟宿泊棟もももも含含含含めてとめてとめてとめてと思思思思っっっっているのですけれどもているのですけれどもているのですけれどもているのですけれども、、、、それはそれはそれはそれは書書書書いていないのでいていないのでいていないのでいていないので、、、、ももももうううう委委委委員長員長員長員長にににに任任任任せせせせますのでますのでますのでますので、、、、思思思思いだけいだけいだけいだけ言言言言っっっってててて終終終終わわわわりますりますりますります。。。。わわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長ほかにほかにほかにほかに質質質質疑疑疑疑ごごごござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。（（（（ なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続いていていていて意意意意見見見見があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願願願願いますいますいますいます。。。。このこのこのこの野外野外野外野外でのでのでのでの学校教育活動学校教育活動学校教育活動学校教育活動のののの保障保障保障保障にににに関関関関するするするする請願書請願書請願書請願書についてはについてはについてはについては賛賛賛賛成成成成いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員 請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号についてはについてはについてはについては賛賛賛賛成成成成しますしますしますします。。。。○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長それではそれではそれではそれでは、、、、ただいまよりただいまよりただいまよりただいまより付託付託付託付託をををを受受受受けましたけましたけましたけました請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号についてについてについてについて採採採採決決決決をををを行行行行いますいますいますいます。。。。



---- 33333333 ----

採採採採決決決決はははは簡易採簡易採簡易採簡易採決決決決によりによりによりにより行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご異異異異議議議議ありまありまありまありませせせせんんんんかかかか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお諮諮諮諮りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号についてについてについてについて、、、、採択採択採択採択とすることにごとすることにごとすることにごとすることにご異異異異議議議議ありまありまありまありませせせせんんんんかかかか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「ごごごご異異異異議議議議がないものとがないものとがないものとがないものと認認認認めますめますめますめます。。。。よよよよっっっってててて、、、、請願第請願第請願第請願第９９９９号号号号はははは、、、、採択採択採択採択することにすることにすることにすることに決決決決しましたしましたしましたしました。。。。これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして請願請願請願請願のののの審査審査審査審査をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。次次次次にににに、、、、申申申申しししし出出出出のありましたのありましたのありましたのありました事項事項事項事項としてとしてとしてとして、、、、健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長、、、、医療政策部長医療政策部長医療政策部長医療政策部長、、、、くらしくらしくらしくらし創造部長創造部長創造部長創造部長兼景観兼景観兼景観兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長よりよりよりより報告事項報告事項報告事項報告事項がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、報告願報告願報告願報告願いますいますいますいます。。。。健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部からからからから報告案報告案報告案報告案件件件件、、、、資資資資料料料料１１１１、、、、国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険広広広広域化域化域化域化等等等等支援支援支援支援方方方方針針針針○○○○杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長杉田健康福祉部長のののの案案案案についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。本本本本編編編編につけておりますがにつけておりますがにつけておりますがにつけておりますが、、、、概概概概要要要要版版版版、、、、レレレレジジジジュュュュメメメメをつくをつくをつくをつくっっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、それにてごそれにてごそれにてごそれにてご説明説明説明説明をさをさをさをさせせせせていただていただていただていただききききますますますます 「「「「国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険広広広広域化域化域化域化等等等等支援支援支援支援方方方方針針針針（（（（案案案案））））のののの概概概概要要要要」」」」についてごについてごについてごについてござざざざいいいい。。。。ますますますます。。。。ままままずずずず１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、このこのこのこの広広広広域化域化域化域化等等等等支援支援支援支援方方方方針針針針といといといといううううのはどのはどのはどのはどうううういいいいううううものかといものかといものかといものかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいまいまいまいますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、ごごごご承知承知承知承知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険についてはについてはについてはについては構構構構造造造造的的的的なななな問題問題問題問題がありますがありますがありますがあります。。。。医療費医療費医療費医療費ががががふふふふえてるといえてるといえてるといえてるといううううことことことこと、、、、あとあとあとあと保保保保険険険険料料料料をををを支支支支えるえるえるえる若若若若年者年者年者年者がががが減減減減少少少少していることしていることしていることしていること等等等等でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ここここうううういいいいうううう課課課課題題題題もありましてもありましてもありましてもありまして国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険法法法法がががが改正改正改正改正されましてされましてされましてされまして、、、、新新新新たにたにたにたに広広広広域化域化域化域化等等等等支援支援支援支援方方方方針針針針をををを県県県県はつくることがではつくることがではつくることがではつくることができきききることとされましたることとされましたることとされましたることとされました。。。。これのこれのこれのこれの目的目的目的目的としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険のののの財財財財政政政政運運運運営営営営のののの広広広広域化域化域化域化、、、、事事事事業業業業のののの共共共共同化同化同化同化などをなどをなどをなどを検討検討検討検討してしてしてして、、、、県県県県がががが主主主主導導導導してしてしてして市市市市町町町町村村村村とまとめてつくるととまとめてつくるととまとめてつくるととまとめてつくるといいいいううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。本県本県本県本県ではではではでは、、、、策定策定策定策定にににに当当当当たたたたっっっってのてのてのての検討検討検討検討でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、奈良奈良奈良奈良モデモデモデモデルルルル検検検検討討討討会会会会でででで市市市市町町町町村村村村とのとのとのとのワワワワーーーーキキキキンンンンググググググググルルルルーーーーププププをををを設置設置設置設置していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、南和南和南和南和のののの医療等医療等医療等医療等にににに関関関関するするするする協協協協議会等議会等議会等議会等でもこのよでもこのよでもこのよでもこのよううううなことをなことをなことをなことを検討検討検討検討しておりますしておりますしておりますしております。。。。対対対対象象象象とするとするとするとする期間期間期間期間はははは、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年からからからから２７２７２７２７年年年年３３３３月月月月まででごまででごまででごまででござざざざいますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、高高高高齢齢齢齢者医療者医療者医療者医療制制制制度改度改度改度改革革革革がががが国国国国においてにおいてにおいてにおいて行行行行わわわわれていますのでれていますのでれていますのでれていますので、、、、それにあそれにあそれにあそれにあわせわせわせわせてててて適適適適宜宜宜宜見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行いますいますいますいます。。。。ままままずずずず現現現現状状状状でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、２２２２ペペペペーーーージジジジをごらをごらをごらをごらんんんんいただいただいただいただききききますとますとますとますと、、、、被被被被保保保保険険険険者者者者のののの数数数数がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。現現現現在在在在、、、、国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険とととと後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者医療者医療者医療者医療制制制制度度度度のののの関係関係関係関係でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、若若若若年者年者年者年者のののの国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険のののの方方方方がががが多多多多いいいいわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、高高高高齢化齢化齢化齢化ののののピピピピークークークークのののの２０２２０２２０２２０２５５５５年年年年になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、ここここれがれがれがれが同同同同じじじじとはとはとはとは言言言言いまいまいまいませせせせんんんんがががが、、、、かなりかなりかなりかなり高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方がががが膨膨膨膨ららららんんんんでくるといでくるといでくるといでくるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。



---- 33334444 ----

今今今今、、、、ピピピピララララミッミッミッミッドドドド構構構構造造造造のよのよのよのよううううなななな形形形形になになになになっっっっているのがているのがているのがているのが、、、、たるのよたるのよたるのよたるのよううううなななな形形形形になになになになっっっってくるといてくるといてくるといてくるといううううこここことでごとでごとでごとでござざざざいますいますいますいます。。。。医療費医療費医療費医療費につにつにつにつききききましてでごましてでごましてでごましてでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険についてはについてはについてはについては横横横横ばばばばいでごいでごいでごいでござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者医療費者医療費者医療費者医療費をごらをごらをごらをごらんんんんいただいただいただいただききききますとますとますとますと、、、、１１１１，，，，２８２８２８２８４４４４億円億円億円億円からからからから２２２２，，，，２０３２０３２０３２０３億円億円億円億円とととと大大大大幅幅幅幅ににににふふふふえるえるえるえるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますいますいますいます。。。。そそそそううううしますとしますとしますとしますと、、、、後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者者者者のののの医療費医療費医療費医療費ががががふふふふえるとえるとえるとえると、、、、国民国民国民国民健健健健康保康保康保康保険険険険からのからのからのからの拠拠拠拠出金出金出金出金ががががふふふふえるといえるといえるといえるといううううことでことでことでことで、、、、収支収支収支収支についてについてについてについて非常非常非常非常にににに悪悪悪悪化要化要化要化要因因因因になになになになっっっってくるとてくるとてくるとてくるといいいいううううことでことでことでことで、、、、単単単単年度年度年度年度収支収支収支収支シシシシミミミミュュュュレレレレーションーションーションーションをしますとをしますとをしますとをしますと、、、、現現現現在在在在のののの１１１１億億億億６６６６，，，，００００００００００００万円万円万円万円のののの赤赤赤赤字字字字幅幅幅幅がががが２０２２０２２０２２０２５５５５年年年年にはにはにはには７７７７４４４４億円余億円余億円余億円余のののの赤赤赤赤字字字字幅幅幅幅にににに拡大拡大拡大拡大するといするといするといするといううううことがありますのでことがありますのでことがありますのでことがありますので、、、、次次次次のののの３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、目目目目指指指指すすすす姿姿姿姿としてはとしてはとしてはとしては、、、、１１１１つはつはつはつは国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険のののの安定安定安定安定運運運運営営営営、、、、ももももうううう一一一一つはつはつはつは健康長健康長健康長健康長寿寿寿寿県県県県のののの実実実実現現現現、、、、保保保保険険険険本本本本来来来来のこのよのこのよのこのよのこのよううううなななな保保保保険険険険者者者者機機機機能能能能をををを発発発発揮揮揮揮してこのしてこのしてこのしてこの２２２２つつつつのののの目目目目標標標標をををを達達達達成成成成していくといしていくといしていくといしていくといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。保保保保険険険険者者者者機機機機能能能能をををを発発発発揮揮揮揮してしてしてして何何何何をするかといをするかといをするかといをするかといううううことですけれどもことですけれどもことですけれどもことですけれども、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみのののの内容内容内容内容といといといといううううことことことことでででで、、、、医療費分医療費分医療費分医療費分析析析析にににに基基基基づづづづくくくくＰＰＰＰＤＣＡＤＣＡＤＣＡＤＣＡサイサイサイサイククククルルルルをををを構構構構築築築築するといするといするといするといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。地地地地域域域域ごとごとごとごと、、、、年年年年齢齢齢齢ごとのごとのごとのごとの医療費医療費医療費医療費をををを分分分分析析析析しましてしましてしましてしまして、、、、予予予予防防防防にににに重重重重点点点点をををを置置置置くくくく、、、、さらにさらにさらにさらに検検検検診等診等診等診等のののの受診受診受診受診率率率率をををを向上向上向上向上ささささせせせせていくといていくといていくといていくといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。健康長健康長健康長健康長寿寿寿寿県県県県にににに向向向向けてはけてはけてはけては健康長健康長健康長健康長寿寿寿寿文文文文化化化化のののの醸醸醸醸成成成成といといといといううううことでことでことでことで、、、、情情情情報報報報をしをしをしをしっっっっかりかりかりかり発発発発信信信信してしてしてしてネットワネットワネットワネットワークークークークをををを構構構構築築築築してしてしてして、、、、県県県県民民民民挙挙挙挙げげげげてのてのてのての健康健康健康健康づづづづくりをくりをくりをくりを推推推推進進進進していしていしていしていくとくとくとくと。。。。ああああわせわせわせわせてててて広広広広域化域化域化域化をををを図図図図ることによりましてることによりましてることによりましてることによりまして、、、、財財財財政政政政のののの安定安定安定安定化化化化をををを図図図図るといるといるといるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいいいいますますますます。。。。収収収収納納納納対策対策対策対策、、、、適適適適切切切切なななな医療受診医療受診医療受診医療受診についてについてについてについて啓啓啓啓発発発発をすることによりましてをすることによりましてをすることによりましてをすることによりまして、、、、医療費医療費医療費医療費のののの適適適適正正正正化化化化をををを図図図図っっっっていくといていくといていくといていくといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを県県県県、、、、市市市市町町町町村村村村協協協協力力力力してしてしてして進進進進めていくめていくめていくめていくわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、１１１１つつつつ、、、、このこのこのこの平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年からからからから平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとしましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、４４４４ペペペペーーーージジジジでごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、健康健康健康健康づづづづくりをくりをくりをくりを共共共共同同同同してしてしてしてやっやっやっやっていていていていききききたいといたいといたいといたいといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。医医医医療費療費療費療費をををを分分分分析析析析しますとしますとしますとしますと、、、、６０６０６０６０歳歳歳歳、、、、７０７０７０７０歳歳歳歳をををを境境境境にににに医療費医療費医療費医療費がががが急増急増急増急増していますしていますしていますしています。。。。すなすなすなすなわちわちわちわち５５５５００００、、、、６６６６００００代代代代でででで生活生活生活生活習習習習慣慣慣慣病病病病がががが発発発発症症症症してしてしてして、、、、悪悪悪悪化化化化してしてしてして医療費医療費医療費医療費ががががふふふふえていくといえていくといえていくといえていくといううううメカニメカニメカニメカニズムズムズムズムになになになになっっっっておておておておりますのでりますのでりますのでりますので、、、、これについてしこれについてしこれについてしこれについてしっっっっかりかりかりかり予予予予防防防防策策策策、、、、初期段階初期段階初期段階初期段階からのからのからのからの対対対対応応応応策策策策をををを充充充充実実実実ささささせせせせていていていていききききたいたいたいたいといといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、保保保保険財険財険財険財政政政政のののの安定安定安定安定化化化化にににに向向向向けてけてけてけて収収収収納率納率納率納率をしをしをしをしっっっっかりかりかりかり向上向上向上向上ささささせせせせていくとていくとていくとていくといいいいううううことでことでことでことで、、、、①①①①でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、口口口口座座座座振振振振替替替替制制制制度度度度、、、、滞滞滞滞納納納納処分処分処分処分のののの専専専専門門門門人人人人材材材材のののの活活活活用用用用、、、、これをこれをこれをこれを県県県県とととと市市市市町町町町村村村村がががが連連連連携携携携しましてしましてしましてしまして、、、、記載記載記載記載のののの目目目目標標標標収収収収納率納率納率納率にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいききききたいといたいといたいといたいといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、②②②②でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、適適適適正正正正なななな医療受診医療受診医療受診医療受診、、、、かかるかかるかかるかかるべべべべきききき受診受診受診受診はははは早早早早くかかるくかかるくかかるくかかるとととと、、、、過過過過剰剰剰剰診療診療診療診療はははは控控控控えるといえるといえるといえるというううう形形形形のののの適適適適正正正正なななな医療受診医療受診医療受診医療受診のののの啓啓啓啓発発発発をををを進進進進めていめていめていめていききききたいとたいとたいとたいと。。。。またまたまたまた、、、、ジェジェジェジェ
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ネネネネリリリリッッッックククク医医医医薬品薬品薬品薬品につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、利利利利用用用用することによりすることによりすることによりすることにより医療費医療費医療費医療費のののの適適適適正正正正化化化化をををを図図図図っっっっていくといていくといていくといていくといううううこここことをとをとをとを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。次次次次にににに、、、、６６６６ペペペペーーーージジジジでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。財財財財政政政政運運運運営営営営のののの広広広広域化域化域化域化でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの機機機機会会会会にににに一一一一挙挙挙挙にににに、、、、いいいいききききなりもなりもなりもなりもううううすすすすぐぐぐぐにににに広広広広域化域化域化域化するのではなくてするのではなくてするのではなくてするのではなくて、、、、ままままずずずず検討検討検討検討項項項項目目目目としてはとしてはとしてはとしては、、、、財財財財政政政政共共共共同同同同安安安安定定定定化化化化事事事事業業業業のののの拡拡拡拡充充充充でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、イメイメイメイメーーーージジジジにありますよにありますよにありますよにありますよううううにににに、、、、今今今今、、、、３０３０３０３０万円以上万円以上万円以上万円以上はははは全全全全市市市市でででで再再再再保保保保険険険険、、、、共共共共同同同同保保保保険険険険ををををやっやっやっやっているているているているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを下下下下にににに引引引引きききき下下下下げげげげていくとていくとていくとていくと共共共共同同同同、、、、広広広広域化域化域化域化がががが事事事事実上実上実上実上進進進進んんんんでいくといでいくといでいくといでいくといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。シシシシミミミミュュュュレレレレーションーションーションーションのののの結果結果結果結果をいいをいいをいいをいいますとますとますとますと、、、、これをこれをこれをこれを１０１０１０１０万円万円万円万円までまでまでまで引引引引きききき下下下下げげげげてもてもてもても大大大大ききききなななな変変変変化化化化はないのですけれどもはないのですけれどもはないのですけれどもはないのですけれども、、、、いいいいききききなりこなりこなりこなりこれをれをれをれを３０３０３０３０万円万円万円万円ををををゼゼゼゼロロロロ円円円円にするとにするとにするとにすると、、、、かなりかなりかなりかなり影響影響影響影響があるといがあるといがあるといがあるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、保保保保険険険険者者者者のののの拠拠拠拠出金出金出金出金のののの算定方法算定方法算定方法算定方法でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、今今今今、、、、被被被被保保保保険険険険者者者者割割割割、、、、これこれこれこれ頭頭頭頭割割割割でででですすすす。。。。医療費医療費医療費医療費実実実実績績績績割割割割をををを５５５５００００にしておりますけれどもにしておりますけれどもにしておりますけれどもにしておりますけれども、、、、所所所所得割得割得割得割をををを導入導入導入導入しますとしますとしますとしますと、、、、所所所所得得得得のののの高高高高いといといといところからのころからのころからのころからの拠拠拠拠出出出出がががが多多多多くなるといくなるといくなるといくなるというううう構構構構造造造造にありますにありますにありますにあります。。。。対対対対応応応応のののの方方方方向性向性向性向性にありますけれどもにありますけれどもにありますけれどもにありますけれども、、、、ままままずずずず１０１０１０１０万円万円万円万円超超超超のののの再再再再保保保保険険険険のののの引引引引きききき下下下下げげげげをををを考考考考えるえるえるえる必必必必要要要要があるのではないかといがあるのではないかといがあるのではないかといがあるのではないかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。またまたまたまた拠拠拠拠出金出金出金出金のののの算定方法算定方法算定方法算定方法ですがですがですがですが、、、、医療費医療費医療費医療費のののの実実実実績績績績ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、被被被被保保保保険険険険者者者者割割割割、、、、均均均均等等等等割割割割ですですですですねねねね、、、、公公公公平平平平性性性性のののの観観観観点点点点からのからのからのからの被被被被保保保保険険険険者者者者割割割割へへへへのののの実施実施実施実施をををを検討検討検討検討するといするといするといするといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。応能応能応能応能負担負担負担負担とととといいいいうううう観観観観点点点点でのでのでのでの所所所所得割得割得割得割につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、これはこれはこれはこれはシシシシミミミミュュュュレレレレーションーションーションーションをををを重重重重ねねねねてててて検討検討検討検討していくことしていくことしていくことしていくことでででで考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。次次次次、、、、７７７７ペペペペーーーージジジジでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。保保保保険険険険料料料料のののの統統統統一一一一ですですですです。。。。このこのこのこの国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険のののの広広広広域化域化域化域化にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、最最最最大大大大のののの課課課課題題題題はははは保保保保険険険険料料料料のののの統統統統一一一一でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ここについてはここについてはここについてはここについては慎慎慎慎重重重重にににに、、、、かつかつかつかつ詳細詳細詳細詳細ににににシシシシミミミミュュュュレレレレーーーーションションションションをしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。非常非常非常非常にににに専専専専門門門門的的的的なななな話話話話でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、シシシシミミミミュュュュレレレレーションーションーションーションでででで応応応応能能能能割割割割、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち所所所所得割得割得割得割にににに比重比重比重比重をかけますとをかけますとをかけますとをかけますと、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては保保保保険険険険料料料料軽軽軽軽減額減額減額減額がががが少少少少なくななくななくななくなるといるといるといるというううう国国国国のののの制制制制度度度度のののの特特特特徴徴徴徴がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でででで負担負担負担負担すすすすべべべべきききき保保保保険険険険料料料料のののの総総総総額額額額ががががふふふふえるといえるといえるといえるといううううメカニメカニメカニメカニズムズムズムズムになになになになっっっってますてますてますてます。。。。一方一方一方一方でででで頭頭頭頭割割割割、、、、応応応応益益益益割割割割をををを上上上上げげげげたたたた場場場場合合合合でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、そそそそううううしますとしますとしますとしますと保保保保険険険険料料料料軽軽軽軽減減減減分分分分がががが多多多多くなりましてくなりましてくなりましてくなりまして、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして奈良県奈良県奈良県奈良県でででで負担負担負担負担すすすすべべべべきききき保保保保険険険険料料料料がががが減減減減っっっっていくといていくといていくといていくといううううことでことでことでことで、、、、損損損損かかかか得得得得かのかのかのかの議議議議論論論論をするとをするとをするとをすると、、、、応応応応益益益益割割割割をををを上上上上げげげげるとるとるとると公公公公費費費費負担負担負担負担のののの部部部部分分分分ががががふふふふえてくるといえてくるといえてくるといえてくるというううう、、、、ここここうううういいいいうううう構構構構造造造造になになになになっっっっておりますておりますておりますております。。。。市市市市町町町町村村村村別別別別でででで影響影響影響影響をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、下下下下北北北北山山山山村村村村、、、、五條五條五條五條市市市市、、、、葛城葛城葛城葛城市市市市、、、、山山山山添添添添村村村村、、、、ここここちちちちらのらのらのらの方方方方がががが現現現現在在在在ののののところところところところ、、、、保保保保険険険険料料料料がかなりがかなりがかなりがかなり低低低低額額額額になになになになっっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、ここはここはここはここはふふふふえてくるといえてくるといえてくるといえてくるといううううことになことになことになことになっっっっておりますておりますておりますております。。。。ただただただただ、、、、このそれこのそれこのそれこのそれぞぞぞぞれのれのれのれの市市市市町町町町村村村村はははは今今今今後後後後、、、、少少少少子子子子化化化化がかなりがかなりがかなりがかなり進進進進んんんんでおりますしでおりますしでおりますしでおりますし、、、、高高高高齢化齢化齢化齢化がががが急急急急速速速速にににに進進進進むむむむのでのでのでので、、、、現現現現在在在在保保保保険険険険料料料料がががが低低低低いからといいからといいからといいからといっっっってててて今今今今後後後後もももも低低低低いといいといいといいというわうわうわうわけではごけではごけではごけではござざざざいいいい
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まままませせせせんんんん。。。。次次次次にににに、、、、世帯世帯世帯世帯ごとのごとのごとのごとの影響影響影響影響ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、現現現現在在在在、、、、資資資資産割産割産割産割につにつにつにつききききましてましてましてまして取取取取りりりり扱扱扱扱いがいがいがいが問題問題問題問題になになになになっっっっていますていますていますています。。。。市市市市町町町町村村村村でででで少少少少ししししばばばばららららばばばばらにならにならにならになっっっっていますていますていますています。。。。資資資資産割産割産割産割のののの問題問題問題問題点点点点としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、所所所所得得得得のないのないのないのない資資資資産産産産をををを保保保保有有有有しているしているしているしている方方方方がががが保保保保険険険険料料料料をををを負担負担負担負担しているとしているとしているとしていると。。。。またまたまたまた、、、、市市市市町町町町村村村村外外外外のののの資資資資産産産産につにつにつについてはいてはいてはいては勘勘勘勘案案案案されてないといされてないといされてないといされてないというううう、、、、公公公公平平平平性性性性、、、、公公公公正正正正性性性性のののの点点点点からからからからやややややややや問題問題問題問題があるとされておりますがあるとされておりますがあるとされておりますがあるとされております。。。。資資資資産割産割産割産割をををを設設設設けるとけるとけるとけると、、、、資資資資産割産割産割産割をををを採採採採用用用用していないしていないしていないしていない市市市市町町町町村村村村ではではではでは調調調調定定定定がががが急増急増急増急増するとするとするとすると。。。。括括括括弧弧弧弧にににに書書書書いていていていてありますよありますよありますよありますよううううにににに、、、、資資資資産産産産をををを持持持持つつつつ低低低低所所所所得得得得者者者者世帯世帯世帯世帯のののの負担負担負担負担ががががふふふふえてくるとえてくるとえてくるとえてくると。。。。資資資資産割産割産割産割をををを設設設設けないけないけないけない場場場場合合合合、、、、現現現現在在在在、、、、資資資資産割産割産割産割をををを徴徴徴徴収収収収されているされているされているされている方方方方のののの調調調調定定定定額額額額ががががふふふふえていくといえていくといえていくといえていくといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、応能応能応能応能割割割割、、、、応応応応益益益益割割割割のののの違違違違いによるいによるいによるいによる影響影響影響影響でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これこれこれこれ、、、、応能応能応能応能割割割割、、、、所所所所得得得得ににににかけるかけるかけるかける保保保保険険険険料料料料をををを上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、当当当当然然然然、、、、中間中間中間中間所所所所得以上得以上得以上得以上でごでごでごでご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただく調調調調定定定定額額額額ががががふふふふえるといえるといえるといえるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。応応応応益益益益割割割割をををを上上上上げげげげるとるとるとると低低低低所所所所得得得得者者者者層層層層のののの調調調調定定定定額額額額ががががふふふふえていくといえていくといえていくといえていくといううううことになことになことになことになっっっっておりますておりますておりますております。。。。今今今今、、、、現現現現時時時時点点点点でのでのでのでの判断判断判断判断としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、ままままずずずず資資資資産割産割産割産割はははは県県県県内内内内、、、、足足足足並並並並みみみみをそろえてをそろえてをそろえてをそろえて廃廃廃廃止止止止するするするする方方方方向向向向でででで検討検討検討検討してはどしてはどしてはどしてはどううううかといかといかといかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。応能応能応能応能割割割割、、、、応応応応益益益益割割割割につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、応応応応益益益益割割割割をををを上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、先先先先ほどほどほどほど言言言言いましたよいましたよいましたよいましたよううううにににに、、、、県県県県でででで県県県県民民民民がががが負担負担負担負担すすすすべべべべきききき保保保保険険険険料料料料調調調調定総定総定総定総額額額額がががが減減減減少少少少するといするといするといするといううううメメメメリリリリットットットットはあるのですけれどもはあるのですけれどもはあるのですけれどもはあるのですけれども、、、、そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、応能応能応能応能割割割割をををを上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、低低低低所所所所得得得得者者者者層層層層のののの負担負担負担負担はははは減減減減少少少少するのですがするのですがするのですがするのですが、、、、中間中間中間中間所所所所得以上得以上得以上得以上のののの負担負担負担負担ががががふふふふえていくえていくえていくえていくわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますいますいますいます。。。。これらについてはこれらについてはこれらについてはこれらについては非常非常非常非常にににに難難難難しいのでしいのでしいのでしいので、、、、引引引引きききき続続続続きききき組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせをををを検討検討検討検討していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておておておておりますりますりますります。。。。いいいいずずずずれにしましてもれにしましてもれにしましてもれにしましても、、、、保保保保険険険険料急増料急増料急増料急増市市市市町町町町村村村村についてについてについてについて、、、、県県県県民民民民のののの納納納納得得得得がががが得得得得られるよられるよられるよられるよううううなななな段階的段階的段階的段階的なななな対対対対応応応応がががが必必必必要要要要だとだとだとだと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。最最最最後後後後、、、、９９９９ペペペペーーーージジジジ、、、、ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルでごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、議会議会議会議会にごにごにごにご報告報告報告報告いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ここここのののの方方方方針針針針がががが確確確確定定定定したならしたならしたならしたならばばばば、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度以以以以降降降降、、、、そそそそちちちちらにらにらにらに書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります内容内容内容内容、、、、全体全体全体全体企画企画企画企画、、、、健康健康健康健康づづづづくりくりくりくり、、、、保保保保険険険険料料料料のののの収収収収納納納納、、、、適適適適正正正正なななな医療受診医療受診医療受診医療受診、、、、保保保保険財険財険財険財政政政政共共共共同同同同安定安定安定安定化化化化事事事事業業業業のののの拡拡拡拡充充充充、、、、保保保保険険険険料料料料統統統統一一一一にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等 々々々々についてについてについてについて着実着実着実着実にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、国国国国のののの改改改改革革革革のののの動動動動向向向向もももも勘勘勘勘案案案案しながらしながらしながらしながら、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度にまたにまたにまたにまた改改改改めてめてめてめて次次次次ののののスススステテテテッッッッププププをををを判断判断判断判断していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部からのからのからのからの報告事項報告事項報告事項報告事項としてとしてとしてとして３３３３件件件件、、、、厚生委員会資厚生委員会資厚生委員会資厚生委員会資料料料料のののの資資資資料料料料３３３３、、、、○○○○武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長武末医療政策部長県立医科県立医科県立医科県立医科大大大大学教育部学教育部学教育部学教育部門門門門のののの移転移転移転移転にににに係係係係るるるる検討検討検討検討状況状況状況状況についてとについてとについてとについてと、、、、資資資資料料料料４４４４ 「「「「南和南和南和南和のののの医療等医療等医療等医療等にににに関関関関すすすす、、、、るるるる協協協協議会議会議会議会」」」」のののの検討検討検討検討状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、資資資資料料料料５５５５、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院時時時時間間間間外外外外手手手手当等請求事当等請求事当等請求事当等請求事件件件件へへへへのののの対対対対応応応応にににについてのついてのついてのついての３３３３点点点点ごごごご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。ままままずずずず、、、、県立医科県立医科県立医科県立医科大大大大学教育部学教育部学教育部学教育部門門門門のののの移転移転移転移転にににに係係係係るるるる検討検討検討検討状況状況状況状況についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、資資資資料料料料３３３３ををををごらごらごらごらんんんんくださいくださいくださいください。。。。最最最最適適適適なななな条条条条件件件件及及及及びびびび基準基準基準基準についてといについてといについてといについてといううううことでことでことでことで、、、、移転移転移転移転候候候候補地補地補地補地としましてとしましてとしましてとしまして農農農農業業業業総合総合総合総合センターセンターセンターセンター、、、、御御御御所所所所東東東東高校高校高校高校跡跡跡跡地地地地、、、、現現現現在在在在のののの医科医科医科医科大大大大学学学学敷敷敷敷地及地及地及地及びびびび現現現現在在在在のののの県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの敷敷敷敷地地地地のののの４４４４
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つについてつについてつについてつについて比較比較比較比較をしたものでごをしたものでごをしたものでごをしたものでござざざざいますいますいますいます。。。。移転移転移転移転のためののためののためののための条条条条件件件件及及及及びびびび基準基準基準基準のののの６６６６項項項項目目目目ののののうちうちうちうち、、、、網網網網をかけておりますをかけておりますをかけておりますをかけておりますグレグレグレグレーーーーのところののところののところののところの①①①①、、、、②②②②、、、、⑤⑤⑤⑤、、、、⑥⑥⑥⑥のののの４４４４項項項項目目目目についてについてについてについて、、、、特特特特にににに学生学生学生学生、、、、研究研究研究研究者者者者、、、、臨臨臨臨床床床床教員教員教員教員、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは治療治療治療治療患患患患者者者者ささささんんんんのののの観観観観点点点点からからからから影響影響影響影響がががが大大大大ききききいといいといいといいといううううところでところでところでところで評価評価評価評価ののののポポポポイイイインンンントトトトがががが高高高高いとしましていとしましていとしましていとしまして、、、、重重重重要要要要なななな項項項項目目目目としてとしてとしてとして検討検討検討検討をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。これらのこれらのこれらのこれらの項項項項目目目目につにつにつにつききききましてそれましてそれましてそれましてそれぞぞぞぞれれれれ比較比較比較比較をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、優位優位優位優位であるものについてであるものについてであるものについてであるものについて丸丸丸丸をつけておをつけておをつけておをつけてお示示示示しをしておりますしをしておりますしをしておりますしをしております。。。。他他他他のののの候候候候補地補地補地補地とととと比比比比べべべべてててて優位優位優位優位がががが高高高高いといいといいといいといううううところにところにところにところに丸丸丸丸をつけておりますをつけておりますをつけておりますをつけております。。。。①①①①のののの教育教育教育教育研究研究研究研究施設施設施設施設をををを充充充充実実実実ささささせせせせるためのるためのるためのるための十十十十分分分分なななな広広広広さについてでごさについてでごさについてでごさについてでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、現現現現在在在在のののの県立県立県立県立医科医科医科医科大大大大学学学学のののの敷敷敷敷地地地地面面面面積積積積ははははググググラウラウラウラウンンンンドドドドをををを含含含含めめめめ約約約約５５５５ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、比比比比べべべべてててて、、、、敷敷敷敷地全体地全体地全体地全体でででで約約約約１０１０１０１０ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルをををを有有有有するするするする農農農農業業業業総合総合総合総合センターセンターセンターセンターのののの一部一部一部一部がががが移転先移転先移転先移転先としてとしてとしてとして優位優位優位優位性性性性がががが高高高高いいいいとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。２２２２つつつつ目目目目のののの交交交交通通通通アアアアクセクセクセクセススススといといといといううううのはさまのはさまのはさまのはさまざざざざまなまなまなまな意味意味意味意味でのでのでのでの交交交交通通通通アアアアクセクセクセクセススススでごでごでごでござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、農農農農業業業業総合総合総合総合センターセンターセンターセンターのののの一部一部一部一部とととと現現現現在在在在のののの今今今今のののの大大大大学病院学病院学病院学病院があるところでごがあるところでごがあるところでごがあるところでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、優位優位優位優位性性性性がががが高高高高いといといといと考考考考えますえますえますえます。。。。⑤⑤⑤⑤のののの現現現現附属附属附属附属病院病院病院病院のののの発発発発展展展展性性性性、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはレベレベレベレベルルルルのののの向上向上向上向上といといといというううう観観観観点点点点からはからはからはからは、、、、将将将将来来来来的的的的なななな附属附属附属附属病院病院病院病院のののの発発発発展展展展性性性性といといといというううう点点点点でででで、、、、現地現地現地現地でででで教育教育教育教育、、、、研究研究研究研究、、、、臨臨臨臨床床床床ををををややややることはなかなかることはなかなかることはなかなかることはなかなか困困困困難難難難といといといといううううことからことからことからことから、、、、病院病院病院病院のののの充充充充実実実実といといといというううう観観観観点点点点からからからから、、、、敷敷敷敷地地地地のののの余余余余裕裕裕裕がががが現地現地現地現地ででででややややることにはることにはることにはることには優位優位優位優位性性性性がががが低低低低いといといといと考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。なのでなのでなのでなので、、、、丸丸丸丸がついておりまがついておりまがついておりまがついておりませせせせんんんん。。。。６６６６番番番番目目目目のののの移転移転移転移転跡跡跡跡地地地地のまのまのまのまちづちづちづちづくりとくりとくりとくりと移転先移転先移転先移転先のののの地地地地元元元元のののの協協協協力力力力度度度度でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、現地現地現地現地はははは敷敷敷敷地地地地にににに余余余余裕裕裕裕がががが生生生生まれまれまれまれずずずず、、、、附属附属附属附属病院病院病院病院のののの周辺周辺周辺周辺のまのまのまのまちづちづちづちづくりはくりはくりはくりは困困困困難難難難になるためになるためになるためになるため、、、、優位優位優位優位性性性性がががが低低低低いといといといと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。これらのこれらのこれらのこれらの検討結果検討結果検討結果検討結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、先先先先般般般般もももも議会議会議会議会でででで知知知知事事事事からごからごからごからご答弁答弁答弁答弁ありましたがありましたがありましたがありましたが、、、、県立医科県立医科県立医科県立医科大大大大学学学学のののの教育部教育部教育部教育部門門門門のののの移転移転移転移転候候候候補地補地補地補地としてはとしてはとしてはとしては、、、、地地地地元元元元地地地地域域域域のののの協協協協力力力力がががが得得得得られることがられることがられることがられることが前前前前提提提提とはなりますけとはなりますけとはなりますけとはなりますけれどもれどもれどもれども、、、、移転移転移転移転をををを行行行行ううううとすれとすれとすれとすればばばば、、、、農農農農業業業業総合総合総合総合センターセンターセンターセンターのののの敷敷敷敷地地地地のののの一部一部一部一部をををを活活活活用用用用することがすることがすることがすることが有有有有力力力力であであであであるとるとるとると判断判断判断判断したといしたといしたといしたといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。県立医科県立医科県立医科県立医科大大大大学教育部学教育部学教育部学教育部門門門門のののの移転移転移転移転にににに係係係係るるるる検討検討検討検討状況状況状況状況のののの説明説明説明説明についてはについてはについてはについては、、、、以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続ききききましてましてましてまして、、、、南和南和南和南和のののの医療等医療等医療等医療等にににに関関関関するするするする協協協協議会議会議会議会のののの検討検討検討検討状況状況状況状況についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。資資資資料料料料４４４４でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。資資資資料料料料のののの説明説明説明説明にににに入入入入るるるる前前前前にににに、、、、このこのこのこの背背背背景景景景についてについてについてについて多少多少多少多少ごごごご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますがますがますがますが、、、、現現現現在在在在、、、、南和南和南和南和のののの地地地地域域域域にありますにありますにありますにあります３３３３つのつのつのつの公公公公立病院立病院立病院立病院はははは、、、、急性期急性期急性期急性期患患患患者者者者にににに対対対対応応応応するためのするためのするためのするための病院病院病院病院でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。従来従来従来従来ははははこれをこれをこれをこれを一般病一般病一般病一般病床床床床といといといというううう名名名名前前前前でででで言言言言っっっっていたりとかていたりとかていたりとかていたりとか総合病院総合病院総合病院総合病院とととと言言言言っっっっていてていてていてていて、、、、特特特特にににに医療医療医療医療のののの質質質質よりよりよりより
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もももも、、、、ままままずずずず医療医療医療医療ををををふふふふややややそそそそううううといといといというううう時時時時代代代代にににに建建建建っっっったたたた病院病院病院病院だとだとだとだと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そそそそううううしますとしますとしますとしますと、、、、従従従従来来来来、、、、戦戦戦戦後後後後のののの医療医療医療医療のよのよのよのよううううにににに、、、、生生生生死死死死にかかにかかにかかにかかわわわわるよるよるよるよううううなことになことになことになことに対対対対応応応応するするするする病院病院病院病院のののの形形形形をなしておりまをなしておりまをなしておりまをなしておりましてしてしてして、、、、いいいいっっっったたたたんんんん病病病病状状状状がががが落落落落ちちちちついてついてついてついて回復回復回復回復期期期期ややややリハビリリハビリリハビリリハビリをしたりとかをしたりとかをしたりとかをしたりとか、、、、病院病院病院病院でででで療療療療養養養養をしよをしよをしよをしよううううととととしたとしたとしたとしたとききききにににに、、、、そのそのそのその患患患患者者者者のののの治療治療治療治療にににに十十十十分対分対分対分対応応応応することがですることがですることがですることができずきずきずきず、、、、一一一一たたたたんんんん病病病病状状状状がががが回復回復回復回復したしたしたした後後後後のののの療療療療養養養養ややややリハビリリハビリリハビリリハビリをををを行行行行ううううためのためのためのための病院病院病院病院がががが南和南和南和南和地地地地域域域域にににに少少少少ないであるとかないであるとかないであるとかないであるとか、、、、他他他他のののの地地地地域域域域でででで手手手手術術術術等等等等をををを受受受受けけけけられたられたられたられた方方方方がががが地地地地元元元元にににに少少少少しししし落落落落ちちちちついたからついたからついたからついたから戻戻戻戻っっっってこよてこよてこよてこよううううとされたとされたとされたとされた際際際際にににに戻戻戻戻るるるる病院病院病院病院がないといがないといがないといがないといううううこここことがとがとがとが今今今今、、、、南和南和南和南和のののの地地地地域域域域ではではではでは起起起起ここここっっっっておりますておりますておりますております。。。。結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその地地地地域域域域でででで治療治療治療治療をををを行行行行うううう患患患患者者者者がががが５５５５年年年年間間間間でででで２２２２５５５５％％％％減減減減少少少少しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの患患患患者者者者がががが減減減減少少少少することですることですることですることで、、、、医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師もそれもそれもそれもそれぞぞぞぞれれれれ減減減減っっっっててててききききておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、地地地地域域域域のののの住住住住民民民民でででで入入入入院院院院がががが必必必必要要要要なななな方方方方のののの６０６０６０６０％％％％がががが、、、、さらにはさらにはさらにはさらには地地地地域域域域でででで入入入入院院院院がががが必必必必要要要要なななな方方方方のののの６０６０６０６０％％％％がががが県外県外県外県外やややや県県県県内内内内のののの南和南和南和南和以以以以外外外外のののの地地地地域域域域でででで入入入入院院院院せざせざせざせざるをるをるをるを得得得得ないといないといないといないというううう状況状況状況状況がががが発発発発生生生生ししししておりますておりますておりますております。。。。このままこのままこのままこのまま患患患患者者者者やややや医療医療医療医療従従従従事者事者事者事者がががが減減減減少少少少するとするとするとすると、、、、地地地地域域域域のののの医療医療医療医療をををを守守守守ることがでることがでることがでることができきききなくなくなくなくなるといなるといなるといなるというううう危危危危機的機的機的機的なななな状況状況状況状況にあるといにあるといにあるといにあるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。このためこのためこのためこのため、、、、今今今今、、、、３３３３つあるつあるつあるつある公公公公立病立病立病立病院院院院ののののうちうちうちうち１１１１つをつをつをつを救急救急救急救急病院病院病院病院としてとしてとしてとして整備整備整備整備をしをしをしをし、、、、２２２２つをつをつをつをリハビリリハビリリハビリリハビリやややや療療療療養養養養をををを行行行行うううう病院病院病院病院としてとしてとしてとして役役役役割割割割分分分分担担担担をすることををすることををすることををすることを基基基基本本本本にににに、、、、どのよどのよどのよどのよううううにすれにすれにすれにすればばばば南和南和南和南和地地地地域域域域のののの医療医療医療医療をををを守守守守ることがでることがでることがでることができきききるかについてるかについてるかについてるかについて検討検討検討検討するするするする必必必必要要要要があることからがあることからがあることからがあることから、、、、本年本年本年本年のののの５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日にににに南和南和南和南和地地地地域域域域のののの１１１１市市市市３３３３町町町町８８８８村村村村及及及及びびびび県県県県でででで合合合合意意意意をしてをしてをしてをして、、、、このこのこのこの協協協協議会議会議会議会をををを設設設設立立立立したところでごしたところでごしたところでごしたところでござざざざいますいますいますいます。。。。協協協協議会議会議会議会でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、本年本年本年本年７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日にににに設置設置設置設置しましてしましてしましてしまして、、、、今今今今、、、、検討検討検討検討をしているところでをしているところでをしているところでをしているところで、、、、そのそのそのその内容内容内容内容についてはについてはについてはについては、、、、資資資資料料料料４４４４にににに基基基基づきづきづきづきましてごましてごましてごましてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日にににに協協協協議会議会議会議会をををを設置設置設置設置しましたしましたしましたしました。。。。目的目的目的目的としてはとしてはとしてはとしては、、、、今今今今述述述述べべべべたよたよたよたよううううなことでごなことでごなことでごなことでござざざざいますいますいますいます。。。。基基基基本本本本的的的的にはにはにはには、、、、医療関係医療関係医療関係医療関係のののの基基基基本本本本といといといといううううところでところでところでところで方方方方針針針針をををを書書書書いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、今申今申今申今申しししし上上上上げげげげたよたよたよたよううううにににに、、、、３３３３つのつのつのつの病院病院病院病院をををを、、、、救急救急救急救急病院病院病院病院をををを１１１１つつつつ、、、、そしてそしてそしてそして２２２２つのつのつのつの後後後後方方方方支援支援支援支援病院病院病院病院、、、、療療療療養養養養ややややリハビリリハビリリハビリリハビリなどをなどをなどをなどを行行行行うううう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは在在在在宅医療宅医療宅医療宅医療、、、、地地地地域域域域医療医療医療医療支援支援支援支援をををを行行行行ううううよよよよううううなななな病院病院病院病院とととと役役役役割割割割分分分分担担担担をををを行行行行いいいい、、、、体体体体制制制制のののの再再再再構構構構築築築築をををを行行行行ううううといといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。検討検討検討検討項項項項目目目目としてはとしてはとしてはとしては、、、、大大大大ききききくくくく医療関係医療関係医療関係医療関係のののの検討検討検討検討とととと健康健康健康健康とととと保保保保険険険険のののの関係関係関係関係のののの検討検討検討検討をををを行行行行っっっっておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、検討内容検討内容検討内容検討内容はそこにはそこにはそこにはそこに記載記載記載記載をしているとおりでごをしているとおりでごをしているとおりでごをしているとおりでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。今今今今までまでまでまで協協協協議会議会議会議会はははは２２２２回回回回開開開開いておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、１２１２１２１２月月月月３３３３日日日日にににに２２２２回回回回目目目目をををを開開開開いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、今今今今後後後後のののの予定予定予定予定としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年２２２２月月月月、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年６６６６月月月月にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれれれれ予定予定予定予定をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。次次次次ののののペペペペーーーージジジジ、、、、実実実実際際際際にににに医療関係医療関係医療関係医療関係のところでごのところでごのところでごのところでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、協協協協議会議会議会議会とはとはとはとは別別別別にににに事事事事務務務務局局局局をををを設設設設けておりけておりけておりけており、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日にににに事事事事務務務務局専局専局専局専任任任任職員職員職員職員をををを配配配配置置置置しておりますしておりますしておりますしております。。。。計計計計７７７７名名名名でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの職員職員職員職員はははは県県県県からだけではなくてからだけではなくてからだけではなくてからだけではなくて、、、、五條五條五條五條市市市市、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町、、、、大大大大淀淀淀淀町町町町、、、、下下下下市市市市町町町町からそれからそれからそれからそれぞぞぞぞれれれれ職員職員職員職員をををを出出出出していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、５５５５人人人人のののの職員職員職員職員とととと補補補補助助助助職員職員職員職員、、、、合計合計合計合計７７７７名名名名ででででやっやっやっやっておりますておりますておりますております。。。。具具具具体体体体的的的的なななな検討内検討内検討内検討内
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容容容容はははは括括括括弧弧弧弧にににに書書書書いてありますよいてありますよいてありますよいてありますよううううにににに、、、、役役役役割割割割分分分分担担担担とととと連連連連携携携携のありのありのありのあり方及方及方及方及びびびび受受受受益益益益とととと負担負担負担負担、、、、医療医療医療医療機機機機関関関関のののの場場場場所所所所のののの検討検討検討検討についてについてについてについて調調調調査分査分査分査分析析析析をををを行行行行っっっっておりますておりますておりますております。。。。１０１０１０１０月月月月７７７７日日日日にはにはにはには事事事事務務務務局局局局ののののオオオオーーーープニプニプニプニンンンンググググセセセセレモレモレモレモニニニニーーーーをををを行行行行ううううとともにとともにとともにとともに、、、、１１１１１１１１月月月月１１１１５５５５日日日日にはにはにはには住住住住民民民民をををを対対対対象象象象にしてにしてにしてにして、、、、先先先先ほどもほどもほどもほども議議議議論論論論がごがごがごがござざざざいましたよいましたよいましたよいましたよううううにににに、、、、どのよどのよどのよどのよううううなななな医療医療医療医療をををを提提提提供供供供していくのしていくのしていくのしていくのかといかといかといかといううううよよよよううううなななな考考考考ええええ方方方方のごのごのごのご説明説明説明説明をををを申申申申しししし上上上上げげげげたところでごたところでごたところでごたところでござざざざいますいますいますいます。。。。協協協協議会議会議会議会のののの事事事事務務務務レベレベレベレベルルルルでのでのでのでの会議会議会議会議はははは盛盛盛盛んんんんにににに開開開開催催催催されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、記載記載記載記載のよのよのよのよううううにににに、、、、幹幹幹幹事会事会事会事会、、、、代代代代表表表表幹幹幹幹事会事会事会事会、、、、医療部会医療部会医療部会医療部会、、、、公公公公立病院院長会議立病院院長会議立病院院長会議立病院院長会議などでなどでなどでなどで活活活活発発発発にににに医療医療医療医療内容内容内容内容についてについてについてについて検討検討検討検討しているとしているとしているとしているところでごころでごころでごころでござざざざいますいますいますいます。。。。健康健康健康健康・・・・保保保保険険険険関係関係関係関係につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、南和南和南和南和地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける医療等医療等医療等医療等のののの分分分分析析析析やややや市市市市町町町町村村村村国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険のののの将将将将来来来来推推推推計計計計、、、、健康健康健康健康づづづづくりにくりにくりにくりに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみのののの現現現現況況況況等等等等についてについてについてについて把握把握把握把握しましてしましてしましてしまして、、、、南和南和南和南和地地地地域域域域のののの国国国国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険のののの広広広広域化域化域化域化にににに向向向向けたけたけたけた対対対対応応応応やややや共共共共同同同同でででで行行行行えるえるえるえる健康健康健康健康づづづづくりのくりのくりのくりの政策等政策等政策等政策等についてについてについてについて検討検討検討検討していしていしていしているところでごるところでごるところでごるところでござざざざいますいますいますいます。。。。以上以上以上以上がががが南和南和南和南和のののの医療等医療等医療等医療等にににに関関関関するするするする協協協協議会議会議会議会のののの検討検討検討検討状況状況状況状況のごのごのごのご報告報告報告報告でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。最最最最後後後後でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、先先先先ほどほどほどほど今井委員今井委員今井委員今井委員からもごからもごからもごからもご質質質質問問問問がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの時時時時間間間間外外外外手手手手当当当当のののの請求事案請求事案請求事案請求事案のののの対対対対応応応応についてのについてのについてのについての事事事事実実実実関係関係関係関係のごのごのごのご報告報告報告報告でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。資資資資料料料料５５５５にににに基基基基づきづきづきづきましましましましてごてごてごてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院のののの産産産産婦婦婦婦人人人人科医科医科医科医２２２２名名名名がががが原原原原告告告告となりましてとなりましてとなりましてとなりまして、、、、平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年のののの宿宿宿宿日日日日直直直直勤務勤務勤務勤務とととと宅宅宅宅直勤務直勤務直勤務直勤務のすのすのすのすべべべべてのてのてのての時時時時間間間間についてについてについてについて、、、、時時時時間間間間外外外外勤務手勤務手勤務手勤務手当当当当をををを支払支払支払支払ううううよよよよううううにににに訴訴訴訴えたえたえたえた控控控控訴訴訴訴審審審審のののの判判判判決決決決がががが先先先先月月月月、、、、１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日にににに大大大大阪阪阪阪高等高等高等高等裁裁裁裁判判判判所所所所でごでごでごでござざざざいましたいましたいましたいました。。。。判判判判決決決決内容内容内容内容につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、宿宿宿宿日日日日直勤務直勤務直勤務直勤務についてはについてはについてはについては、、、、原原原原告医師告医師告医師告医師のののの勤務勤務勤務勤務はははは宿宿宿宿日日日日直直直直にににに当当当当たらたらたらたらずずずず、、、、宿宿宿宿日日日日直許可直許可直許可直許可もももも取取取取りりりり消消消消すすすすベベベベききききものであものであものであものであっっっってててて、、、、時時時時間間間間外外外外勤務手勤務手勤務手勤務手当当当当をををを支払支払支払支払ううううべべべべききききとされておりますとされておりますとされておりますとされております。。。。またまたまたまた宅宅宅宅直勤務直勤務直勤務直勤務についてはについてはについてはについては、、、、時時時時間間間間外外外外勤務勤務勤務勤務にににに当当当当たらないけれどもたらないけれどもたらないけれどもたらないけれども、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの必必必必要性要性要性要性があがあがあがあっっっっててててやっやっやっやったことであるのでたことであるのでたことであるのでたことであるので、、、、宅宅宅宅直直直直などをなどをなどをなどを制制制制度度度度化化化化するなどするなどするなどするなど新新新新たなたなたなたな体体体体制制制制がががが必必必必要要要要とのとのとのとの、、、、県県県県にとにとにとにとっっっってはてはてはては非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい提提提提言言言言、、、、判判判判決決決決がながながながなされたところでごされたところでごされたところでごされたところでござざざざいますいますいますいます。。。。一方一方一方一方、、、、労労労労働基準働基準働基準働基準法法法法におにおにおにおききききましてはましてはましてはましては、、、、労労労労働基準働基準働基準働基準監督署監督署監督署監督署のののの宿宿宿宿日日日日直勤務直勤務直勤務直勤務のののの許可許可許可許可をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、断断断断続的続的続的続的労労労労働働働働とととと認認認認められるめられるめられるめられる宿宿宿宿日日日日直業務直業務直業務直業務についてはについてはについてはについては宿宿宿宿日日日日直手直手直手直手当当当当をををを支給支給支給支給しししし、、、、そのそのそのその時時時時間間間間はははは労労労労働働働働時時時時間間間間にににに入入入入れないといれないといれないといれないといううううことになことになことになことになっっっっておりますておりますておりますております。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、このすこのすこのすこのすべべべべてがてがてがてが時時時時間間間間外外外外勤務手勤務手勤務手勤務手当当当当をををを払払払払えといえといえといえといううううことがことがことがことが今今今今裁裁裁裁判判判判でででで争争争争わわわわれているところでごれているところでごれているところでごれているところでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そこでそこでそこでそこで時時時時間間間間外外外外手手手手当当当当をををを払払払払ううううといといといといううううことはことはことはことは、、、、それはそれはそれはそれは時時時時間間間間外外外外勤務勤務勤務勤務となりましてとなりましてとなりましてとなりまして、、、、法定法定法定法定労労労労働働働働時時時時間間間間にににに算算算算入入入入しなけれしなけれしなけれしなければばばばななななりまりまりまりませせせせんんんんのでのでのでので、、、、当当当当然然然然、、、、このこのこのこの時時時時間間間間にはにはにはには労労労労働基準働基準働基準働基準法法法法でででで制制制制限限限限がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。実実実実際際際際、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは、、、、
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宿宿宿宿日日日日直勤務直勤務直勤務直勤務のののの許可許可許可許可をををを受受受受けましてけましてけましてけまして宿宿宿宿日日日日直手直手直手直手当当当当をををを払払払払っっっっててててききききたところでありますがたところでありますがたところでありますがたところでありますが、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年６６６６月月月月からはからはからはからは、、、、宿宿宿宿日日日日直勤務中直勤務中直勤務中直勤務中にににに起起起起ここここっっっったたたた突突突突発的発的発的発的なななな労労労労働働働働にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、そのそのそのその宿宿宿宿日日日日直直直直のののの中中中中でそのでそのでそのでその突突突突発的発的発的発的なななな診療診療診療診療をををを行行行行っっっったたたた時時時時間間間間にはにはにはには時時時時間間間間外外外外勤務手勤務手勤務手勤務手当当当当をををを払払払払ううううといといといといううううことでことでことでことで、、、、これをこれをこれをこれを一一一一応応応応併併併併給給給給制制制制とととと呼呼呼呼んんんんでおりますけれどもでおりますけれどもでおりますけれどもでおりますけれども、、、、行行行行っっっっててててききききてててて、、、、何何何何とかとかとかとか労労労労働働働働環境環境環境環境のののの問題問題問題問題とととと、、、、実実実実際際際際、、、、３６３６３６３６５５５５日日日日２２２２４４４４時時時時間間間間のののの急急急急患患患患受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制といといといといううううところでいろいろところでいろいろところでいろいろところでいろいろやっやっやっやっててててききききたところでごたところでごたところでごたところでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、一一一一方方方方、、、、病院病院病院病院をををを設置設置設置設置するするするする４４４４３３３３のののの都道都道都道都道府府府府県県県県についていろいろについていろいろについていろいろについていろいろ調調調調査査査査をををを行行行行いましたところいましたところいましたところいましたところ、、、、同様同様同様同様なななな対対対対応応応応をををを３６３６３６３６団団団団体体体体でででで行行行行っっっっているとなているとなているとなているとなっっっっておりますておりますておりますております。。。。さすがにさすがにさすがにさすがに今今今今のののの医師医師医師医師不不不不足足足足のののの中中中中でででで、、、、すすすすべべべべてのてのてのての時時時時間間間間外外外外、、、、救急救急救急救急診療診療診療診療をををを時時時時間間間間外外外外としてとしてとしてとして賄賄賄賄えているところがほとえているところがほとえているところがほとえているところがほとんんんんどなかどなかどなかどなかっっっったといたといたといたといううううことでごことでごことでごことでござざざざいいいいますますますます。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、今今今今回回回回のののの判判判判決決決決はははは原原原原告医師告医師告医師告医師のののの宿宿宿宿日日日日直勤務直勤務直勤務直勤務すすすすべべべべてがてがてがてが時時時時間間間間外外外外労労労労働働働働にににに該該該該当当当当するとするとするとすると判判判判断断断断されたものでありましてされたものでありましてされたものでありましてされたものでありまして、、、、これはこれはこれはこれは時時時時間間間間外外外外勤務手勤務手勤務手勤務手当当当当にににに支給支給支給支給するするするする必必必必要要要要なななな予算予算予算予算のののの確確確確保保保保がががが困困困困難難難難でででであるといあるといあるといあるといううううこともごこともごこともごこともござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、むむむむしろしろしろしろ労労労労働働働働時時時時間間間間のののの制制制制約約約約をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、結果結果結果結果としとしとしとしてもてもてもてもうううう交交交交代代代代勤務勤務勤務勤務みみみみたいなたいなたいなたいなシシシシフトフトフトフト制制制制ですですですですねねねね、、、、看護師看護師看護師看護師ささささんんんんとととと同同同同じじじじよよよよううううにににに交交交交代代代代勤務勤務勤務勤務をををを医師医師医師医師にもにもにもにもややややっっっっていただくことがていただくことがていただくことがていただくことが必必必必要要要要となりますとなりますとなりますとなります。。。。ただただただただ、、、、医師医師医師医師不不不不足足足足のののの中中中中でででで医師医師医師医師のののの確確確確保保保保がががが困困困困難難難難であることであることであることであることはははは言言言言ううううまでもごまでもごまでもごまでもござざざざいまいまいまいませせせせんんんん。。。。またまたまたまた、、、、医師医師医師医師がががが確確確確保保保保ででででききききなけれなけれなけれなければばばば、、、、結結結結局局局局多多多多くのくのくのくの地地地地域域域域でででで起起起起ここここっっっってててているよいるよいるよいるよううううにににに、、、、救急救急救急救急医療医療医療医療をををを継継継継続続続続でででできずきずきずきず、、、、ややややむむむむをををを得得得得ずずずず患患患患者者者者のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれをややややめるといめるといめるといめるというううう対対対対応応応応もももも検検検検討討討討せざせざせざせざるをるをるをるを得得得得ないところですがないところですがないところですがないところですが、、、、ややややはりはりはりはり地地地地域域域域医療医療医療医療、、、、県県県県民民民民のののの生生生生命命命命、、、、健康健康健康健康をををを守守守守るるるる立立立立場場場場としてはとしてはとしてはとしては、、、、なかなかそなかなかそなかなかそなかなかそうううういいいいううううことをことをことをことをややややるといるといるといるといううううのはでのはでのはでのはでききききないところでごないところでごないところでごないところでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今回回回回のののの判判判判決決決決をををを踏踏踏踏まえますとまえますとまえますとまえますと、、、、県県県県ではではではでは本当本当本当本当にににに対対対対応応応応がががが困困困困難難難難でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、このこのこのこの現現現現状状状状のののの厳厳厳厳ししししいいいい医師看護師医師看護師医師看護師医師看護師のののの労労労労働働働働環境環境環境環境、、、、全全全全国国国国のののの救急救急救急救急医療医療医療医療のののの状況状況状況状況、、、、医師医師医師医師のののの需需需需要要要要状況状況状況状況などなどなどなど、、、、現現現現実的実的実的実的なななな状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた慎慎慎慎重重重重なななな判断判断判断判断をををを上上上上級級級級裁裁裁裁判判判判所所所所にににに求求求求めるためにめるためにめるためにめるために、、、、先先先先般般般般、、、、上上上上告告告告したことをしたことをしたことをしたことを決決決決めたところでめたところでめたところでめたところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。以上以上以上以上がががが医療政策部医療政策部医療政策部医療政策部からのからのからのからの報告事項報告事項報告事項報告事項でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ごごごご審議審議審議審議のほどのほどのほどのほど、、、、どどどどううううかよろしくおかよろしくおかよろしくおかよろしくお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、報告案報告案報告案報告案件件件件、、、、環境総合計環境総合計環境総合計環境総合計画画画画のののの見見見見直直直直しにしにしにしに○○○○宮谷宮谷宮谷宮谷くらしくらしくらしくらし創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観創造部長兼景観・・・・環境局長環境局長環境局長環境局長ついてごついてごついてごついてご説明説明説明説明申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。報告資報告資報告資報告資料料料料６６６６をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。環境総合計環境総合計環境総合計環境総合計画画画画につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度のののの計計計計画画画画のののの策定策定策定策定からからからから５５５５年年年年がががが経経経経過過過過しておりますしておりますしておりますしております。。。。内容内容内容内容のののの見見見見直直直直しがしがしがしが必必必必要要要要になになになになっっっっててててききききたことたことたことたこと、、、、またまたまたまた地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策のののの推推推推進進進進にににに関関関関するするするする法法法法律律律律のののの改正改正改正改正にににによりよりよりより、、、、県全体県全体県全体県全体のののの地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策にににに係係係係るるるる幅広幅広幅広幅広いいいい取取取取りりりり組組組組みみみみのののの記載記載記載記載がががが求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。中間中間中間中間改定改定改定改定のののの作作作作業業業業をををを進進進進めていくめていくめていくめていく旨旨旨旨、、、、６６６６月月月月のののの委員会委員会委員会委員会でででで報告報告報告報告をさをさをさをさせせせせていただいたところでごていただいたところでごていただいたところでごていただいたところでござざざざいますいますいますいます。。。。
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環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会、、、、環境計環境計環境計環境計画画画画部会部会部会部会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、６６６６月月月月からからからから現現現現在在在在までまでまでまで６６６６回回回回ににににわわわわたりたりたりたり活活活活発発発発なななな議議議議論論論論とととと貴貴貴貴重重重重なごなごなごなご意意意意見見見見をいただいてまいりましたをいただいてまいりましたをいただいてまいりましたをいただいてまいりました。。。。またまたまたまた、、、、部会部会部会部会でのでのでのでの検討検討検討検討状況状況状況状況につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても、、、、環環環環境審議会境審議会境審議会境審議会にににに適適適適宜宜宜宜報告報告報告報告ささささせせせせていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。ままままずずずず計計計計画画画画のののの基基基基本理本理本理本理念念念念としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、近近近近年年年年、、、、景観景観景観景観へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみがががが重重重重要視要視要視要視されてされてされてされてききききたことかたことかたことかたことからららら、、、、現現現現行行行行のののの理理理理念念念念にににに景観景観景観景観のののの要要要要素素素素をををを新新新新たにたにたにたに加加加加ええええ、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然とすとすとすとすぐぐぐぐれたれたれたれた歴史歴史歴史歴史とのとのとのとの共共共共生生生生、、、、美美美美しいしいしいしい景観景観景観景観とととと持持持持続可続可続可続可能能能能なななな暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの創生創生創生創生としたいととしたいととしたいととしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。次次次次にににに、、、、施施施施策策策策のののの展展展展開開開開といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、４４４４つのつのつのつの大大大大ききききなななな基基基基本本本本目目目目標標標標としてとしてとしてとして、、、、奈良奈良奈良奈良らしいらしいらしいらしい景観景観景観景観のののの保全保全保全保全とととと創造創造創造創造、、、、清流清流清流清流のののの保全保全保全保全とととと復復復復活活活活、、、、低低低低炭素炭素炭素炭素社社社社会会会会のののの実実実実現現現現、、、、循循循循環環環環型社型社型社型社会会会会のののの構構構構築築築築をををを定定定定めましてめましてめましてめまして事事事事業業業業をををを展展展展開開開開していくしていくしていくしていく方方方方向向向向でででで検討検討検討検討をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。またまたまたまた、、、、地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策のののの推推推推進進進進にににに関関関関するするするする法法法法律律律律のののの改正改正改正改正によりによりによりにより、、、、今今今今後後後後、、、、奈良県全体奈良県全体奈良県全体奈良県全体のののの温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガススススのののの削削削削減目減目減目減目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげるるるる必必必必要要要要がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、削削削削減目減目減目減目標標標標についてもについてもについてもについても検討検討検討検討部会部会部会部会でででで議議議議論論論論をををを進進進進めていただいてめていただいてめていただいてめていただいてききききたところでごたところでごたところでごたところでござざざざいますいますいますいます。。。。現現現現在在在在、、、、１９９０１９９０１９９０１９９０年年年年をををを基準基準基準基準としてとしてとしてとして、、、、２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年のののの温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガススススのののの削削削削減目減目減目減目標標標標をををを２２２２５５５５％％％％とするとするとするとする方方方方向向向向でででで調調調調整整整整をををを進進進進めているところでごめているところでごめているところでごめているところでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今後後後後のののの予定予定予定予定としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、庁内庁内庁内庁内関係課関係課関係課関係課とととと調調調調整整整整のののの上上上上、、、、パパパパブブブブリリリリッッッッククククコメコメコメコメンンンントトトトをををを実施実施実施実施しししし、、、、計計計計画画画画のののの策定策定策定策定をををを目目目目指指指指してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長続続続続ききききましてましてましてまして、、、、陳陳陳陳情情情情３３３３件件件件、、、、要望要望要望要望７７７７件件件件がががが提出提出提出提出されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご了了了了承承承承願願願願いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、ただいまからただいまからただいまからただいまから３３３３時時時時４４４４００００分分分分までまでまでまで休憩休憩休憩休憩いたしますいたしますいたしますいたします。。。。１０１０１０１０分分分分間間間間休憩休憩休憩休憩ささささせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。午午午午後後後後３３３３時時時時４４４４００００分分分分からからからから再再再再開開開開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。１１１１５５５５：：：：２８２８２８２８分分分分 休憩休憩休憩休憩１１１１５５５５：：：：４４４４２２２２分分分分 再再再再開開開開ではではではでは、、、、再再再再開開開開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長それではそれではそれではそれでは、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの報告報告報告報告、、、、またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの事項事項事項事項もももも含含含含めてめてめてめて質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願願願願いますいますいますいます。。。。議案議案議案議案とはとはとはとは関係関係関係関係ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、高高高高齢齢齢齢またはまたはまたはまたは障害障害障害障害によりによりによりにより自立自立自立自立困困困困難難難難なななな刑刑刑刑務務務務所出所者所出所者所出所者所出所者○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員等等等等のののの社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰のののの支援支援支援支援といといといといううううことについてことについてことについてことについて今今今今、、、、地地地地域域域域福祉課福祉課福祉課福祉課でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいただいているでいただいているでいただいているでいただいているわわわわけけけけでごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、縦縦縦縦割割割割りりりり行行行行政政政政とかよくとかよくとかよくとかよく言言言言わわわわれますがれますがれますがれますが、、、、縦縦縦縦割割割割りりりり行行行行政政政政でででで連連連連携携携携がどがどがどがどちちちちらからからからかといといといといっっっったらたらたらたら不不不不足足足足ががががちちちちであであであであっっっったたたた司司司司法法法法とととと福祉福祉福祉福祉がががが協協協協力力力力してしてしてしてノノノノウウウウハハハハウウウウのののの蓄蓄蓄蓄積積積積やややや人人人人材材材材のののの育成育成育成育成、、、、ここここうううういいいいっっっったものをたものをたものをたものを進進進進めるめるめるめるべべべべききききとととと思思思思っっっっておておておておっっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、刑刑刑刑務務務務所所所所をををを出所出所出所出所されたされたされたされた方方方方のののの再再再再犯犯犯犯といといといといっっっったたたた現現現現状状状状をををを少少少少しししし申申申申しししし上上上上げげげげててててみみみみたいとたいとたいとたいと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、矯矯矯矯正正正正施設施設施設施設をををを出所出所出所出所したしたしたした高高高高齢齢齢齢者者者者、、、、またはまたはまたはまたは障害者障害者障害者障害者のののの方方方方がががが必必必必要要要要なななな福祉福祉福祉福祉をををを受受受受けられけられけられけられずずずずにににに生活生活生活生活苦苦苦苦からからからから万引万引万引万引きやきやきやきや無無無無銭飲銭飲銭飲銭飲食食食食等等等等をしてをしてをしてをして再再再再びびびび刑刑刑刑務務務務所所所所にににに戻戻戻戻っっっってててて
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くるくるくるくるケケケケーーーーススススがががが数多数多数多数多くなくなくなくなっっっっててててききききたといたといたといたといううううことことことこと。。。。年年年年齢的齢的齢的齢的にににに見見見見れれれればばばば、、、、６６６６５５５５歳以上歳以上歳以上歳以上でででで満満満満期期期期出所出所出所出所されされされされたたたた人人人人ののののうちうちうちうち５５５５年年年年以内以内以内以内にににに再再再再びびびび服服服服役役役役するするするする割割割割合合合合はははは約約約約７７７７割割割割だとだとだとだと言言言言わわわわれておりましてれておりましてれておりましてれておりまして、、、、６６６６４４４４歳以下歳以下歳以下歳以下のののの約約約約６６６６割割割割をををを上上上上回回回回っっっっているのがているのがているのがているのが現現現現状状状状でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。知的知的知的知的障害障害障害障害ややややそのそのそのその可可可可能能能能性性性性のあるのあるのあるのある受受受受刑刑刑刑者者者者のののの約約約約４４４４割割割割がががが生活生活生活生活苦苦苦苦をををを犯犯犯犯行行行行のののの動動動動機機機機にににに上上上上げげげげられているといられているといられているといられているといううううことからことからことからことから、、、、国国国国もももも地地地地域域域域生活定生活定生活定生活定着支援着支援着支援着支援センタセンタセンタセンターーーーをををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて、、、、各各各各府府府府県県県県でもでもでもでも取取取取りりりり組組組組んんんんではどではどではどではどううううかといかといかといかというううう制制制制度度度度がでがでがでができきききたよたよたよたよううううでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。地地地地域域域域生活定生活定生活定生活定着支援着支援着支援着支援センターセンターセンターセンターとはとはとはとは、、、、少少少少しししし申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、家家家家族族族族とととと疎疎疎疎遠遠遠遠になるなどしてになるなどしてになるなどしてになるなどして矯矯矯矯正正正正施設施設施設施設出所出所出所出所後後後後にににに身身身身元元元元引引引引受受受受先先先先のないのないのないのない高高高高齢齢齢齢者者者者やややや障害者障害者障害者障害者をををを対対対対象象象象にににに、、、、必必必必要要要要なななな福祉福祉福祉福祉ササササービービービービススススのののの利利利利用用用用調調調調整整整整などをなどをなどをなどを行行行行うううう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、厚生厚生厚生厚生労労労労働働働働省省省省がががが都道都道都道都道府府府府県県県県にににに１１１１カカカカ所所所所のののの設置設置設置設置をををを目目目目指指指指してしてしてして、、、、昨昨昨昨年年年年７７７７月月月月にににに整備整備整備整備をををを開開開開始始始始されたといされたといされたといされたといううううのがのがのがのが現現現現状状状状でごでごでごでござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、県県県県はははは社社社社会福祉法会福祉法会福祉法会福祉法人人人人などになどになどになどに委委委委託託託託してしてしてして、、、、運運運運営費営費営費営費はははは国国国国からのからのからのからの補補補補助助助助金金金金をををを充充充充てていこてていこてていこてていこううううといといといといううううことになことになことになことになっっっっているとているとているとていると思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、刑刑刑刑務務務務所出所所出所所出所所出所後後後後にににに円円円円滑滑滑滑にににに福祉福祉福祉福祉ササササービービービービスススス、、、、つまりつまりつまりつまり障害者障害者障害者障害者ならならならなら障害者障害者障害者障害者手手手手帳帳帳帳やややや、、、、知的知的知的知的障害者障害者障害者障害者のののの場場場場合合合合はははは療育療育療育療育手手手手帳帳帳帳、、、、またはそれらのまたはそれらのまたはそれらのまたはそれらの発給発給発給発給をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらううううこととかこととかこととかこととか、、、、社社社社会福祉法会福祉法会福祉法会福祉法人施設人施設人施設人施設にににに入入入入所所所所するなどするなどするなどするなど、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたた仕組仕組仕組仕組みみみみがががが今今今今までなされていなかまでなされていなかまでなされていなかまでなされていなかっっっったことからたことからたことからたことから、、、、早期早期早期早期にににに再再再再犯犯犯犯にににに至至至至るるるるリリリリススススククククがががが非常非常非常非常にににに高高高高くくくく、、、、早期早期早期早期対策対策対策対策がががが必必必必要要要要であるとであるとであるとであると言言言言わわわわれてれてれてれてききききましたましたましたました。。。。制制制制度度度度導入導入導入導入からからからから１１１１年年年年経経経経過過過過しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、全全全全国国国国でででで今今今今、、、、３０３０３０３０都道都道都道都道府府府府県県県県がががが設置済設置済設置済設置済みみみみといといといといううううことになことになことになことになっっっっているよているよているよているよううううでごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、以以以以前前前前にににに少少少少しししし問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせしたとしたとしたとしたとききききにもにもにもにも、、、、大大大大分奈良県分奈良県分奈良県分奈良県でもでもでもでも進進進進めているといめているといめているといめているといううううことをことをことをことを聞聞聞聞いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、今今今今のののの状況状況状況状況、、、、そしてそしてそしてそして、、、、これからのごこれからのごこれからのごこれからのご予定予定予定予定をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていただけれていただけれていただけれていただければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 地地地地域域域域生活定生活定生活定生活定着支援着支援着支援着支援センターセンターセンターセンターにつにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員がおがおがおがお述述述述べべべべになになになにな○○○○西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長りましたよりましたよりましたよりましたよううううにににに、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、国国国国でそでそでそでそうううういいいいうううう制制制制度度度度をををを創創創創設設設設されましてされましてされましてされまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、おおおおっっっっししししゃゃゃゃいましいましいましいましたよたよたよたよううううにににに、、、、障害者障害者障害者障害者手手手手帳帳帳帳のののの交付交付交付交付、、、、またまたまたまた社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉施設施設施設施設へへへへのののの入入入入所所所所、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた生活保護生活保護生活保護生活保護のののの受受受受給給給給などなどなどなど、、、、そそそそうううういいいいうううう福祉福祉福祉福祉ササササービービービービススススをををを刑刑刑刑務務務務所所所所のののの入入入入所所所所中中中中からからからから出所出所出所出所にににに備備備備えてえてえてえて、、、、センターセンターセンターセンターのののの職員職員職員職員がががが必必必必要要要要ななななササササービービービービススススのためののためののためののためのココココーーーーデデデディィィィネネネネーーーートトトトをををを行行行行ううううセンターセンターセンターセンターといといといといううううことでことでことでことで各各各各都道都道都道都道府府府府県県県県でででで１１１１カカカカ所所所所つくつくつくつくるよるよるよるよううううにといにといにといにといううううことになりましたことになりましたことになりましたことになりました。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべになりましたよになりましたよになりましたよになりましたよううううにににに、、、、直直直直近近近近のののの状況状況状況状況でででで申申申申しましましましますとすとすとすと、、、、全全全全国国国国でででで１２１２１２１２月現月現月現月現在在在在ではではではでは３３３３５５５５都道都道都道都道府府府府県県県県でででで設置済設置済設置済設置済みみみみといといといというううう状況状況状況状況でしてでしてでしてでして、、、、本県本県本県本県、、、、若若若若干干干干おくおくおくおくれているれているれているれているわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、県県県県といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、これまでこれまでこれまでこれまで保護観保護観保護観保護観察察察察所所所所などのなどのなどのなどの関係関係関係関係機機機機関関関関ととととのののの協協協協議議議議、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは他県他県他県他県、、、、近近近近くでしたらくでしたらくでしたらくでしたら滋滋滋滋賀県賀県賀県賀県がががが進進進進んんんんでおりますのででおりますのででおりますのででおりますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺ののののセンターセンターセンターセンターのののの状況状況状況状況などをなどをなどをなどを聞聞聞聞かかかかせせせせてもらいにてもらいにてもらいにてもらいに行行行行っっっったりたりたりたり、、、、またまたまたまた先先先先般般般般、、、、１２１２１２１２月月月月２２２２日日日日にはにはにはには県県県県でででで主催主催主催主催をいたしましをいたしましをいたしましをいたしましてててて、、、、保護観保護観保護観保護観察察察察所所所所、、、、少少少少年年年年刑刑刑刑務務務務所所所所、、、、ハハハハロロロローーーーワワワワークークークーク、、、、弁弁弁弁護護護護士士士士会会会会、、、、そのほかのそのほかのそのほかのそのほかの県県県県のののの関係関係関係関係機機機機関関関関などもなどもなどもなども含含含含めためためためた連絡会連絡会連絡会連絡会をををを開開開開催催催催いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、センターセンターセンターセンターのののの開開開開設設設設にににに向向向向けてのけてのけてのけての課課課課題題題題等等等等についてのについてのについてのについての意意意意見見見見交交交交換換換換
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をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。地地地地域域域域生活定生活定生活定生活定着支援着支援着支援着支援センターセンターセンターセンターはははは、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたよしましたよしましたよしましたよううううにににに、、、、いろいろいろいろんんんんなななな福祉福祉福祉福祉ササササービービービービススススををををううううままままくくくく受受受受けていただくためのけていただくためのけていただくためのけていただくための調調調調整整整整をををを行行行行ううううといといといといううううことでことでことでことで、、、、実実実実際際際際のののの開開開開設後設後設後設後にそのにそのにそのにそのセンターセンターセンターセンターがそのがそのがそのがその機機機機能能能能をををを十十十十分分分分にににに発発発発揮揮揮揮していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、ササササービービービービススススのののの提提提提供供供供のののの窓窓窓窓口口口口、、、、例例例例ええええばばばば生活保護生活保護生活保護生活保護であれであれであれであればばばば福祉福祉福祉福祉事事事事務務務務所所所所、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは手手手手帳帳帳帳のののの発給発給発給発給であれであれであれであればばばば市市市市町町町町村村村村のののの窓窓窓窓口口口口、、、、そのほかそのほかそのほかそのほか社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉施設施設施設施設などさまなどさまなどさまなどさまざざざざままままなななな各各各各方方方方面面面面のののの協協協協力力力力がががが必必必必要要要要ですのでですのでですのでですので、、、、そのよそのよそのよそのよううううななななセンターセンターセンターセンターををををバッバッバッバッククククアアアアッッッッププププするよするよするよするよううううなななな体体体体制制制制づづづづくくくくりをりをりをりを現現現現在在在在やっやっやっやっておるところでごておるところでごておるところでごておるところでござざざざいますいますいますいます。。。。年年年年明明明明けけけけ２２２２月月月月ごろをごろをごろをごろを予定予定予定予定しておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、市市市市町町町町村村村村やややや福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設などのなどのなどのなどの関係者関係者関係者関係者をををを対対対対象象象象にしてにしてにしてにして、、、、センターセンターセンターセンターのののの機機機機能能能能、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは役役役役割割割割などについなどについなどについなどについてててて十十十十分理解分理解分理解分理解していただくためのしていただくためのしていただくためのしていただくための会議会議会議会議をををを開開開開催催催催したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。今今今今のののの予定予定予定予定といたしまといたしまといたしまといたしましてはしてはしてはしては、、、、今年度今年度今年度今年度中中中中にはにはにはには、、、、公公公公募募募募などによりましてなどによりましてなどによりましてなどによりまして、、、、受受受受けけけけ手手手手となりますとなりますとなりますとなります法法法法人人人人のめどをつけましのめどをつけましのめどをつけましのめどをつけましてててて、、、、来来来来年度年度年度年度早早早早 々々々々にはにはにはには開開開開設設設設をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。着着着着 々々々々とととと進進進進めていただいておることにまめていただいておることにまめていただいておることにまめていただいておることにまずずずず感感感感謝謝謝謝申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。ここここ○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員れはれはれはれは、、、、予算予算予算予算はははは国国国国からどのくらいのからどのくらいのからどのくらいのからどのくらいの割割割割合合合合がががが予定予定予定予定されているのでしされているのでしされているのでしされているのでしょうょうょうょうかかかか。。。。そのことによそのことによそのことによそのことによっっっってててて、、、、例例例例ええええばばばばササササービービービービススススにににに当当当当たるたるたるたる職員職員職員職員のののの数数数数とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは拠拠拠拠点点点点となるとなるとなるとなる施設施設施設施設をををを借借借借りりりり入入入入れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、県県県県のののの施設施設施設施設をををを使使使使ううううのかどのかどのかどのかどううううかかかかわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんがががが、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたた費費費費用用用用にににに充充充充てられるものとてられるものとてられるものとてられるものと思思思思ううううのですけのですけのですけのですけれどもれどもれどもれども、、、、問題問題問題問題点点点点としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややはりはりはりはり刑刑刑刑務務務務所所所所をををを出所出所出所出所したといしたといしたといしたといううううことにことにことにことに対対対対してしてしてして施設施設施設施設側側側側のののの抵抗抵抗抵抗抵抗感感感感とととといいいいううううかかかか、、、、不不不不安安安安感感感感といといといといううううのがのがのがのが裏裏裏裏にはあるといにはあるといにはあるといにはあるというううう、、、、そそそそうううういいいいううううものをものをものをものを払払払払拭拭拭拭してしてしてして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは超超超超越越越越ししししたたたた形形形形でででで受受受受けけけけ入入入入れてくれるれてくれるれてくれるれてくれる、、、、そそそそうううういいいいうううう余余余余力力力力のあるといのあるといのあるといのあるといううううかかかか、、、、ケケケケアアアアがががが一一一一つつつつ要要要要りますりますりますります。。。。入入入入所所所所してしてしてしてもらおもらおもらおもらおううううとととと思思思思ええええばばばばですですですですねねねね。。。。それをそれをそれをそれを交交交交渉渉渉渉するといするといするといするといううううかかかか、、、、公公公公募募募募してしてしてして、、、、手手手手をををを挙挙挙挙げげげげてといてといてといてといううううことにことにことにことになりますとなりますとなりますとなりますと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか非常非常非常非常にそのにそのにそのにその施設施設施設施設側側側側のののの受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの方方方方がががが難難難難しいのではないかといしいのではないかといしいのではないかといしいのではないかというううう気気気気ははははするのですけれどもするのですけれどもするのですけれどもするのですけれども、、、、そこがもそこがもそこがもそこがもうううう何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで、、、、再再再再犯犯犯犯をををを犯犯犯犯ささささせせせせないといないといないといないというううう状況状況状況状況をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげるためにはるためにはるためにはるためには、、、、ややややはりはりはりはり出所出所出所出所前前前前からそからそからそからそうううういいいいうううう交交交交渉渉渉渉をををを重重重重ねねねね、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたよましたよましたよましたよううううなななな、、、、障害者障害者障害者障害者ならならならならばばばば障害者障害者障害者障害者手手手手帳帳帳帳のののの交付交付交付交付、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生活保護生活保護生活保護生活保護ならならならなら生活保護生活保護生活保護生活保護のののの手続手続手続手続などをなどをなどをなどを進進進進めめめめててててやっやっやっやってててて、、、、安心安心安心安心してしてしてして社社社社会会会会にににに戻戻戻戻っっっってこれるよてこれるよてこれるよてこれるよううううなななな環境環境環境環境をつくをつくをつくをつくっっっっててててややややるとるとるとると。。。。非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい中中中中ではありますけれどもではありますけれどもではありますけれどもではありますけれども、、、、他他他他府府府府県県県県のそのそのそのそうううういいいいうううう実実実実績績績績等等等等もももも十十十十分分分分調調調調査査査査してもらしてもらしてもらしてもらっっっってててて、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県にににに合合合合っっっったたたた、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ででででふふふふささささわわわわしいしいしいしいササササービービービービススススをををを提提提提供供供供してほしいですししてほしいですししてほしいですししてほしいですし、、、、出所出所出所出所後後後後、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県でででで住住住住みみみみたいといたいといたいといたいというううう希希希希望望望望をされるをされるをされるをされる方方方方ははははややややややややまだそまだそまだそまだそんんんんなになになになに多多多多くないとくないとくないとくないと。。。。ももももちちちちろろろろんんんん設置設置設置設置されされされされていないからでしていないからでしていないからでしていないからでしょうょうょうょうけれどもけれどもけれどもけれども。。。。しかししかししかししかし、、、、住住住住みやみやみやみやすいすいすいすい奈良県奈良県奈良県奈良県をををを知知知知事事事事はははは標標標標榜榜榜榜されておりますされておりますされておりますされておりますのでのでのでので、、、、雑雑雑雑踏踏踏踏したしたしたした都都都都会会会会よりもよりもよりもよりも奈良県奈良県奈良県奈良県でででで住住住住みみみみたいといたいといたいといたいというううう方方方方もあるかともあるかともあるかともあるかと思思思思ううううのでのでのでので、、、、全全全全国国国国どこからどこからどこからどこからかはかはかはかはわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんがががが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でおでおでおでお願願願願いしたいといいしたいといいしたいといいしたいというううう意意意意思思思思があれがあれがあれがあればばばば受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれてややややらなけれらなけれらなけれらなければばばば
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いけないといけないといけないといけないと思思思思ううううのでのでのでので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制をををを十十十十分分分分調調調調査査査査したしたしたした上上上上でででで、、、、開開開開設設設設にににに向向向向かかかかっっっってててて整整整整えてえてえてえてほしいとほしいとほしいとほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。問題問題問題問題点点点点はははは、、、、ほかにほかにほかにほかに何何何何かありますかかありますかかありますかかありますか、、、、それのそれのそれのそれの設置設置設置設置にににに対対対対してのしてのしてのしての。。。。ここだけはここだけはここだけはここだけは注注注注意意意意しておかなしておかなしておかなしておかなけれけれけれければばばばいけないといいけないといいけないといいけないといううううかかかか、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい点点点点といといといといううううのかのかのかのか。。。。制制制制度度度度そのものはそのものはそのものはそのものは皆皆皆皆ささささんんんんごごごご理解理解理解理解いたいたいたいただいてるものとはだいてるものとはだいてるものとはだいてるものとは思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども。。。。問題問題問題問題点点点点といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、他他他他府府府府県県県県ののののセンターセンターセンターセンターのののの話話話話をををを聞聞聞聞いておりますといておりますといておりますといておりますと、、、、○○○○西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長センターセンターセンターセンターをつくをつくをつくをつくっっっっただけでただけでただけでただけで、、、、今今今今おおおおっっっっししししゃゃゃゃいましたよいましたよいましたよいましたよううううにににに、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先がないといがないといがないといがないといううううのでそののでそののでそののでその機機機機能能能能がががが果果果果たたたたせせせせないといないといないといないといううううかかかか、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか理解理解理解理解がががが得得得得られなくてられなくてられなくてられなくてううううまくいまくいまくいまくいっっっっていないていないていないていないセンターセンターセンターセンターもももも聞聞聞聞ききききますしますしますしますし、、、、ややややはりはりはりはり実実実実際際際際にどこににどこににどこににどこに受受受受けけけけ入入入入れてくれるれてくれるれてくれるれてくれる施設施設施設施設のののの理解理解理解理解をををを得得得得るかといるかといるかといるかというううう、、、、それがそれがそれがそれが一一一一番番番番ののののポポポポイイイインンンントトトトになるとになるとになるとになると思思思思いますいますいますいます。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、例例例例ええええばばばば生活保護生活保護生活保護生活保護のののの関係関係関係関係でもでもでもでも、、、、従来従来従来従来、、、、刑刑刑刑務務務務所出所者所出所者所出所者所出所者でででで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先、、、、事事事事務務務務所所所所がががが、、、、うちうちうちうちではないよそだとかそではないよそだとかそではないよそだとかそではないよそだとかそうううういいいいううううことがことがことがことが往往往往 々々々々にしてあにしてあにしてあにしてあっっっったいたいたいたいううううこととかもこととかもこととかもこととかも含含含含めてめてめてめて、、、、市市市市町町町町村村村村のののの行行行行政政政政、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは民間民間民間民間のののの法法法法人人人人もももも含含含含めてめてめてめて十十十十分分分分にににに理解理解理解理解をしていただかないとをしていただかないとをしていただかないとをしていただかないと、、、、県県県県でもでもでもでもううううまくいかないといまくいかないといまくいかないといまくいかないというううう部分部分部分部分はありはありはありはあり得得得得るかもるかもるかもるかもわわわわかりかりかりかりまままませせせせんんんんのでのでのでので、、、、うちうちうちうちとしてもとしてもとしてもとしても、、、、センターセンターセンターセンターがでがでがでができきききたからといたからといたからといたからといっっっってててて、、、、そこにそこにそこにそこに任任任任せきせきせきせきりではなくてりではなくてりではなくてりではなくて、、、、運運運運営営営営するためのするためのするためのするための何何何何らかのらかのらかのらかの組織組織組織組織をつくをつくをつくをつくっっっってててて、、、、かかかかかかかかわっわっわっわっていていていていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。国国国国からからからから交付交付交付交付されるされるされるされる金金金金額額額額がががが、、、、かなりかなりかなりかなり運運運運営営営営上上上上、、、、県県県県からからからから補補補補足足足足していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけいけいけいけ○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員ないないないない面面面面はないかとははないかとははないかとははないかとは思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、国国国国からのそからのそからのそからのそうううういいいいっっっったおたおたおたお金金金金でででで十十十十分分分分賄賄賄賄えていけるのえていけるのえていけるのえていけるのかどかどかどかどううううかかかか。。。。そのそのそのその辺辺辺辺、、、、財財財財政政政政的的的的なものもなものもなものもなものも当当当当然考然考然考然考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思ううううのですけれどのですけれどのですけれどのですけれどもももも、、、、国国国国からのからのからのからの交付交付交付交付されるされるされるされる財財財財政政政政でもでもでもでもっっっってててて賄賄賄賄えるとえるとえるとえると考考考考えておられますかえておられますかえておられますかえておられますか。。。。このこのこのこのセンターセンターセンターセンターのののの運運運運営営営営経経経経費費費費につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、国国国国庫庫庫庫がががが今今今今１０１０１０１０分分分分のののの１０１０１０１０でででで○○○○西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長西本地域福祉課長年年年年額額額額１１１１，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円といといといというううう、、、、全全全全国国国国どこのどこのどこのどこの都道都道都道都道府府府府県県県県でもそでもそでもそでもそうううういいいいうううう形形形形でででで、、、、若若若若干干干干奈良県奈良県奈良県奈良県のよのよのよのよううううなななな全全全全国的国的国的国的にはにはにはには規規規規模模模模のののの小小小小さいところからさいところからさいところからさいところから、、、、極極極極端端端端にににに言言言言ええええばばばば大大大大阪阪阪阪府府府府もももも同同同同じじじじよよよよううううなななな基準基準基準基準になになになになっっっっておりておりておりておりましてましてましてまして、、、、１１１１，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円のののの中中中中でででで、、、、センターセンターセンターセンターとしてはとしてはとしてはとしては、、、、そそそそうううういいいいううううココココーーーーデデデディィィィネネネネーーーートトトトをするをするをするをする例例例例ええええばばばば社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉士士士士とかとかとかとか精精精精神保健福祉神保健福祉神保健福祉神保健福祉士士士士をををを４４４４名名名名配配配配置置置置するするするする、、、、ただただただただ４４４４名名名名はははは兼兼兼兼務務務務でもでもでもでも構構構構わわわわないとなないとなないとなないとなっっっってててておりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、１１１１，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円といといといというううう基準基準基準基準のののの中中中中でででで奈良県奈良県奈良県奈良県のののの運運運運営営営営はははは、、、、現現現現状状状状ではいけるではいけるではいけるではいける見見見見込込込込みみみみではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。問題問題問題問題点点点点はあるかとはあるかとはあるかとはあるかと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、そそそそうううういいいいうううう施設施設施設施設側側側側とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉といといといといううううかかかか、、、、十十十十分分分分なななな○○○○安井委員安井委員安井委員安井委員ごごごご理解理解理解理解をををを得得得得るよるよるよるよううううにににに、、、、またまたまたまた開開開開設設設設すれすれすれすればばばばススススムムムムーーーーズズズズにににに運運運運べべべべるよるよるよるよううううなななな体体体体制制制制づづづづくりをくりをくりをくりを今今今今からからからから十十十十分分分分ごごごご検討検討検討検討されてされてされてされて、、、、開開開開設設設設したらすしたらすしたらすしたらすぐぐぐぐにににに、、、、そそそそうううういいいいうううう作作作作業業業業がががが開開開開始始始始ででででききききるよるよるよるよううううにににに十十十十分分分分なななな作作作作業業業業をををを今今今今ののののうちうちうちうちにににに進進進進めてもらいたいとめてもらいたいとめてもらいたいとめてもらいたいと思思思思っっっってててて要望要望要望要望しておしておしておしておききききますますますます。。。。終終終終わわわわりますりますりますります。。。。
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ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいまいまいまいませせせせんんんんかかかか。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長２２２２点点点点ほどほどほどほど簡単簡単簡単簡単にににに質質質質問問問問していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員１１１１つはつはつはつは、、、、動動動動物物物物のののの愛愛愛愛護及護及護及護及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする法法法法律律律律のののの改正改正改正改正のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。国国国国でででで今今今今、、、、このこのこのこの改正改正改正改正のののの議議議議論論論論がががが進進進進んんんんでいるといでいるといでいるといでいるといううううことですけれどもことですけれどもことですけれどもことですけれども、、、、ペペペペットットットットといといといというううう存存存存在在在在がががが非非非非常常常常にににに今今今今、、、、高高高高齢化齢化齢化齢化とかとかとかとか核核核核家家家家族族族族、、、、またまたまたまたスススストレトレトレトレススススのののの社社社社会会会会のののの中中中中でででで非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな存存存存在在在在になになになになっっっっておりまておりまておりまておりますすすす。。。。全全全全国国国国ででででペペペペットットットットのののの産業産業産業産業にににに従従従従事事事事しているしているしているしている人人人人がががが７７７７７７７７万人万人万人万人ほどいらほどいらほどいらほどいらっっっっししししゃゃゃゃるといるといるといるといううううことですけことですけことですけことですけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今、、、、法法法法律律律律のののの改正改正改正改正によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、現現現現在届在届在届在届けけけけ出出出出制制制制からからからから登登登登録録録録制制制制にににに３３３３年年年年前前前前にににに強強強強化化化化をされておりますがをされておりますがをされておりますがをされておりますが、、、、さらにこれがさらにこれがさらにこれがさらにこれが強強強強化化化化をされてをされてをされてをされて許可許可許可許可制制制制になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、現現現現状状状状にににに合合合合わわわわなくてなくてなくてなくて、、、、今今今今抱抱抱抱えておりますえておりますえておりますえておりますペペペペットットットットをををを手手手手放放放放さなくてはいけないよさなくてはいけないよさなくてはいけないよさなくてはいけないよううううになるのではないかといになるのではないかといになるのではないかといになるのではないかというううう心心心心配配配配のののの声声声声などもなどもなどもなども出出出出ておりますておりますておりますております。。。。例例例例ええええばばばば愛犬愛犬愛犬愛犬家家家家とかとかとかとか愛猫愛猫愛猫愛猫家家家家がががが自分自分自分自分ののののペペペペットットットットのののの子子子子供供供供をををを希希希希望望望望してしてしてして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの家庭家庭家庭家庭でででで繁繁繁繁殖殖殖殖をををを行行行行っっっったたたた場場場場合合合合にににに、、、、何何何何匹匹匹匹かかかか赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんんがががが生生生生まれるまれるまれるまれるわわわわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そのそのそのその子子子子供供供供のののの一部一部一部一部をををを販販販販売売売売をするといをするといをするといをするというううう場場場場合合合合、、、、現現現現在在在在のののの動動動動物物物物愛愛愛愛護法護法護法護法のののの適用適用適用適用ではではではでは、、、、動動動動物物物物取取取取扱扱扱扱業業業業者者者者としてとしてとしてとして登登登登録販録販録販録販売売売売がががが必必必必要要要要だといだといだといだといううううことになことになことになことになっっっっているよているよているよているよううううですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、業業業業者者者者のののの側側側側のののの考考考考ええええ方方方方からすれからすれからすれからすればばばば、、、、収収収収益益益益性性性性とかとかとかとか何何何何度度度度もそのためにもそのためにもそのためにもそのためにふふふふややややすといすといすといすというううう反反反反復復復復性性性性によによによによっっっってててて定定定定義義義義をするをするをするをするべべべべききききでででで、、、、家庭家庭家庭家庭でででで行行行行うううう生生生生涯涯涯涯でででで１１１１回回回回かかかか２２２２回回回回のののの繁繁繁繁殖殖殖殖といといといといううううのはのはのはのは動動動動物物物物のののの愛愛愛愛護護護護法法法法からはからはからはからは外外外外すすすすべべべべききききではないかとかではないかとかではないかとかではないかとか、、、、またまたまたまた今今今今、、、、８８８８週週週週間間間間問題問題問題問題といといといといううううのがあるそのがあるそのがあるそのがあるそううううでででで、、、、幼幼幼幼少少少少動動動動物物物物のののの販販販販売売売売禁禁禁禁止止止止でででで、、、、８８８８週週週週間以内間以内間以内間以内のののの動動動動物物物物のののの売売売売買買買買はだめだといはだめだといはだめだといはだめだといううううことがあるよことがあるよことがあるよことがあるよううううですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そそそそれにつれにつれにつれにつききききましてもいろいろなましてもいろいろなましてもいろいろなましてもいろいろな考考考考ええええ方方方方がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、早早早早いいいいうちうちうちうちからからからから自立自立自立自立ささささせせせせたたたた方方方方がいいといがいいといがいいといがいいというううう考考考考ええええ方方方方もあれもあれもあれもあればばばば、、、、ででででききききるだけるだけるだけるだけ親親親親とととと長長長長くくくく一一一一緒緒緒緒にいさにいさにいさにいさせせせせたたたた方方方方がいいといがいいといがいいといがいいといううううこともありましてこともありましてこともありましてこともありまして、、、、またまたまたまた動動動動物物物物のののの種類種類種類種類によによによによっっっってもいろいろとてもいろいろとてもいろいろとてもいろいろと違違違違ううううとととと、、、、それをそれをそれをそれを一一一一律律律律８８８８週週週週間間間間でくくでくくでくくでくくっっっってしまてしまてしまてしまううううといといといといううううことはことはことはことは問題問題問題問題ではないかとかではないかとかではないかとかではないかとか、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな意意意意見見見見がががが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。今今今今、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でこでこでこでこううううしたしたしたしたペペペペッッッットトトトのののの業業業業者者者者にににに対対対対してどのよしてどのよしてどのよしてどのよううううにににに県県県県がかかがかかがかかがかかわっわっわっわっておられるのかておられるのかておられるのかておられるのか、、、、またまたまたまた、、、、ここここううううしたしたしたした改正改正改正改正のののの動動動動ききききのののの中中中中でででで、、、、ここここううううしたしたしたした声声声声をををを反反反反映映映映ででででききききるよるよるよるよううううにしていにしていにしていにしていっっっっていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのあたりそのあたりそのあたりそのあたりがどがどがどがどううううななななっっっっているのかおているのかおているのかおているのかお尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからもそれからもそれからもそれからもうううう１１１１点点点点ですですですです。。。。難難難難聴聴聴聴とかとかとかとか耳耳耳耳のののの聞聞聞聞こえないこえないこえないこえない方方方方がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんいらいらいらいらっっっっししししゃゃゃゃるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、、、、外外外外からはなかなかからはなかなかからはなかなかからはなかなかわわわわからないといからないといからないといからないといううううのがありましてのがありましてのがありましてのがありまして、、、、実実実実際際際際のののの生活生活生活生活のののの場場場場面面面面でででで大大大大変不変不変不変不自自自自由由由由をををを感感感感じじじじておられるといておられるといておられるといておられるといううううことですことですことですことです。。。。いろいろいろいろんんんんなななな場場場場面面面面がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども、、、、今今今今回回回回、、、、病院病院病院病院のののの順順順順番番番番のののの呼呼呼呼びびびび出出出出しとかといしとかといしとかといしとかというううう問題問題問題問題でででで、、、、私私私私がががが行行行行ききききましたあるましたあるましたあるましたある病院病院病院病院ではではではでは、、、、振振振振動動動動ブブブブザザザザーーーーをををを受受受受付付付付のとこのとこのとこのところでろでろでろで渡渡渡渡してくれましてしてくれましてしてくれましてしてくれまして、、、、順順順順番番番番がががが来来来来るとそのるとそのるとそのるとその振振振振動動動動によによによによっっっってててて行行行行くことがくことがくことがくことがわわわわかるといかるといかるといかるといううううシシシシスススステテテテムムムムをしているところがありましたけれどもをしているところがありましたけれどもをしているところがありましたけれどもをしているところがありましたけれども、、、、全部全部全部全部のののの患患患患者者者者ささささんんんんににににややややるといるといるといるといううううのはのはのはのは予算予算予算予算的的的的にもにもにもにも大大大大
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変変変変かもしれまかもしれまかもしれまかもしれませせせせんんんんがががが、、、、受受受受付付付付のところでそのところでそのところでそのところでそううううしたもののしたもののしたもののしたものの貸貸貸貸しししし出出出出しがあるといしがあるといしがあるといしがあるといううううことをことをことをことを紹紹紹紹介介介介ししししていただいてていただいてていただいてていただいて、、、、そしてそしてそしてそして必必必必要要要要なななな方方方方にはそのにはそのにはそのにはその振振振振動動動動ブブブブザザザザーーーーをををを渡渡渡渡してあしてあしてあしてあげげげげれれれればばばば、、、、ももももっっっっととととススススムムムムーーーーズズズズにににに受診受診受診受診がでがでがでができきききるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、そのあたりそのあたりそのあたりそのあたり県県県県のののの病院病院病院病院のののの対対対対応応応応をおをおをおをお願願願願いしいしいしいしたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 動動動動物物物物愛愛愛愛護管理法護管理法護管理法護管理法のののの改正改正改正改正にににに関関関関するごするごするごするご質質質質問問問問にににに○○○○堀川堀川堀川堀川くらしくらしくらしくらし創造部次長企画管理室長事務取扱創造部次長企画管理室長事務取扱創造部次長企画管理室長事務取扱創造部次長企画管理室長事務取扱おおおお答答答答えさえさえさえさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。現現現現在在在在、、、、環境環境環境環境省省省省におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度中中中中をををを目目目目途途途途にににに法改正法改正法改正法改正のののの必必必必要性要性要性要性のののの検討検討検討検討をしているといをしているといをしているといをしているというううう状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、そのそのそのその後後後後、、、、法改正法改正法改正法改正をするをするをするをする必必必必要要要要があるがあるがあるがあるといといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年にににに国国国国会会会会にににに上上上上程程程程してしてしてして法法法法律律律律をををを改正改正改正改正するとするとするとすると聞聞聞聞いておるいておるいておるいておるところでごところでごところでごところでござざざざいますいますいますいます。。。。法改正法改正法改正法改正にににに当当当当たたたたっっっってのてのてのての検討検討検討検討課課課課題題題題はははは多多多多岐岐岐岐ににににわわわわたたたたっっっっておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、委員委員委員委員おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの、、、、ペペペペットットットットショショショショッッッッププププ等等等等のののの動動動動物物物物取取取取扱扱扱扱業業業業のののの適適適適正正正正化化化化もそのもそのもそのもその課課課課題題題題のののの中中中中のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして掲掲掲掲げげげげられておりますられておりますられておりますられております。。。。具具具具体体体体的的的的ににににはははは、、、、深深深深夜販夜販夜販夜販売売売売やややや移移移移動動動動販販販販売売売売、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはイイイインターンターンターンターネットネットネットネット販販販販売売売売といといといといっっっったたたた販販販販売売売売方法方法方法方法のののの形態形態形態形態がががが妥妥妥妥当当当当でででであるかどあるかどあるかどあるかどううううかかかか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、犬犬犬犬やややや猫猫猫猫をををを収容収容収容収容するするするするケケケケーーーージジジジのののの大大大大ききききさについてさについてさについてさについて数値数値数値数値規規規規制制制制をををを導入導入導入導入すすすすべべべべききききではないかではないかではないかではないか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、先先先先ほどおほどおほどおほどお述述述述べべべべのよのよのよのよううううにににに、、、、動動動動物物物物取取取取扱扱扱扱業業業業はははは現現現現在在在在登登登登録録録録制制制制でごでごでごでござざざざいますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、これをこれをこれをこれを許可許可許可許可制制制制にににに切切切切りかえるりかえるりかえるりかえる必必必必要要要要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、販販販販売売売売するするするする犬犬犬犬やややや猫猫猫猫のののの販販販販売売売売日日日日齢齢齢齢、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる生生生生後後後後何何何何カカカカ月月月月までならまでならまでならまでなら販販販販売売売売をををを認認認認めるめるめるめるべべべべききききだとかいだとかいだとかいだとかいううううそそそそうううういいいいううううことにことにことにことについてのついてのついてのついての規規規規制制制制もももも必必必必要要要要ではないかといではないかといではないかといではないかといううううことがことがことがことが議議議議論論論論されておるされておるされておるされておる状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。議議議議論論論論のののの場場場場につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、動動動動物物物物愛愛愛愛護護護護団団団団体体体体やややや地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの代代代代表表表表者者者者以以以以外外外外にににに動動動動物物物物のののの繁繁繁繁殖殖殖殖業業業業ややややペペペペットットットットショショショショッッッッププププのののの代代代代表表表表者者者者もももも参画参画参画参画しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、動動動動物物物物取取取取扱扱扱扱業業業業のののの業業業業界界界界のののの意意意意見見見見にもにもにもにも十十十十分分分分配配配配慮慮慮慮しながらしながらしながらしながら改正改正改正改正作作作作業業業業がががが進進進進められるものとめられるものとめられるものとめられるものと考考考考えておるところでごえておるところでごえておるところでごえておるところでござざざざいますいますいますいます。。。。県県県県内内内内にはにはにはにはペペペペットットットットショショショショッッッッププププはははは約約約約２２２２５５５５００００余余余余りりりり登登登登録録録録されておられますされておられますされておられますされておられます。。。。各各各各管管管管内内内内のののの保健所保健所保健所保健所におにおにおにおききききましてはましてはましてはましては、、、、すすすすべべべべてのてのてのての登登登登録録録録業業業業者者者者についについについについてそのてそのてそのてその業務業務業務業務のののの内容内容内容内容をををを含含含含めてめてめてめて把握把握把握把握しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいましていましていましていまして、、、、法改正法改正法改正法改正にににに当当当当たりましてはたりましてはたりましてはたりましては、、、、法改正法改正法改正法改正のののの影響影響影響影響をををを受受受受けるといけるといけるといけるといううううことがことがことがことが具具具具体体体体的的的的ににににわわわわかるよかるよかるよかるよううううなななな状況状況状況状況になりましたらになりましたらになりましたらになりましたら、、、、積積積積極極極極的的的的なななな相談相談相談相談なりなりなりなり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは綿綿綿綿密密密密なななな指指指指導導導導をををを行行行行ううううといといといといううううことでことでことでことで、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのよのよのよのよううううにににに、、、、動動動動物物物物がががが捨捨捨捨てらてらてらてられるといれるといれるといれるというううう事事事事態態態態をををを避避避避けるよけるよけるよけるよううううなななな形形形形でででで進進進進めていめていめていめていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておるところでごておるところでごておるところでごておるところでござざざざいますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 聴聴聴聴覚覚覚覚障害者障害者障害者障害者のののの方方方方へへへへのののの病院病院病院病院におけるにおけるにおけるにおける対対対対応応応応といといといといううううことでごことでごことでごことでご質質質質問問問問でごでごでごでござざざざいいいい○○○○中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長中川医療管理課長ますますますます。。。。実実実実態態態態をををを詳詳詳詳しいところまではしいところまではしいところまではしいところまでは調調調調べべべべ切切切切れてはいないのですけれどもれてはいないのですけれどもれてはいないのですけれどもれてはいないのですけれども、、、、県立医科県立医科県立医科県立医科大大大大学学学学もももも含含含含めまめまめまめましてしてしてして、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院ではではではでは、、、、フロフロフロフロンンンントトトト・・・・受受受受付付付付でででで耳耳耳耳ののののママママークークークークのついたのついたのついたのついたカカカカーーーードドドドをををを設置設置設置設置しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、
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聴聴聴聴覚覚覚覚障害者障害者障害者障害者のののの方方方方がががが来来来来られてそのられてそのられてそのられてそのカカカカーーーードドドドをとをとをとをとっっっっていただていただていただていただききききますとますとますとますと、、、、職員職員職員職員がががが聴聴聴聴覚覚覚覚障害障害障害障害をおをおをおをお持持持持ちちちちのののの方方方方であるといであるといであるといであるといううううことでことでことでことで対対対対応応応応ささささせせせせていただくといていただくといていただくといていただくといううううことになことになことになことになっっっっておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか手手手手話話話話のでのでのでのでききききるるるる職員職員職員職員がそがそがそがそんんんんなになになになに多多多多くないものですからくないものですからくないものですからくないものですから、、、、実実実実際際際際にはにはにはには県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院にににに数数数数名名名名おりますおりますおりますおりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、あとはなかなかおらないものですからあとはなかなかおらないものですからあとはなかなかおらないものですからあとはなかなかおらないものですから、、、、ボボボボーーーードドドドをををを使使使使っっっったたたた筆筆筆筆談談談談がががが中中中中心心心心になりますになりますになりますになりますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたた対対対対応応応応をしているといをしているといをしているといをしているというううう実実実実態態態態でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのののの振振振振動動動動ブブブブザザザザーーーーですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院ではではではでは一一一一応応応応設置設置設置設置はしておるはしておるはしておるはしておるのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、聞聞聞聞ききききますとますとますとますと、、、、余余余余りりりり活活活活用用用用されていないといされていないといされていないといされていないといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、今今今今後後後後そそそそうううういいいいっっっったこともたこともたこともたことも視視視視野野野野にはにはにはには入入入入れたいとれたいとれたいとれたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、毎毎毎毎年年年年、、、、聴聴聴聴覚覚覚覚障害者障害者障害者障害者のののの団団団団体体体体のののの方方方方とおとおとおとお話話話話をををを持持持持つつつつ機機機機会会会会のののの中中中中でででで、、、、これはこれはこれはこれは我我我我 々々々々もももも入入入入っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、またごまたごまたごまたご要望要望要望要望をおをおをおをお聞聞聞聞ききききしてしてしてして、、、、細細細細かかかかいところでいところでいところでいところで配配配配慮慮慮慮がでがでがでができきききれれれればばばばいいかなといいかなといいかなといいかなと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そそそそうううういいいいうううう対対対対応応応応ででででややややりたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ペペペペットットットットのののの問題問題問題問題につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、ややややはりはりはりはり１１１１回回回回飼飼飼飼っっっったたたたペペペペットットットットはははは最最最最期期期期までまでまでまで責責責責任任任任をををを持持持持○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員っっっってててて育育育育てられるよてられるよてられるよてられるよううううにににに、、、、愛愛愛愛護護護護団団団団体体体体のののの方方方方もももも、、、、またまたまたまた業業業業者者者者のののの方方方方もももも皆皆皆皆ささささんんんんがががが納納納納得得得得ででででききききるよるよるよるよううううなななな形形形形ででででのののの法改正法改正法改正法改正になるよになるよになるよになるよううううににににぜひぜひぜひぜひ要望要望要望要望しておしておしておしておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。聴聴聴聴覚覚覚覚障害者障害者障害者障害者のののの方方方方のののの問題問題問題問題につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな問題問題問題問題ありますけれどもありますけれどもありますけれどもありますけれども、、、、とりあえとりあえとりあえとりあえずずずずででででききききるところからるところからるところからるところから一一一一つつつつ一一一一つつつつ改改改改善善善善していただしていただしていただしていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。先先先先日日日日のののの代代代代表表表表質質質質問問問問でででで子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんについてについてについてについて質質質質問問問問をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。知知知知事事事事のののの答弁答弁答弁答弁をいたをいたをいたをいた○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員だだだだききききましたがましたがましたがましたが、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けてけてけてけて確確確確認認認認のののの意味意味意味意味でででで４４４４点点点点ほどほどほどほど質質質質問問問問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままずずずずはははは今今今今回回回回のののの補正予算補正予算補正予算補正予算でででで、、、、２２２２カカカカ年分年分年分年分といといといといううううことでことでことでことで、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度分年度分年度分年度分のののの予予予予算算算算がががが出出出出ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、それそれそれそれ以以以以降降降降はどはどはどはどううううなるのでしなるのでしなるのでしなるのでしょうょうょうょうかといかといかといかといううううことをことをことをことを１１１１点点点点おおおお聞聞聞聞ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。２２２２点目点目点目点目にはにはにはには、、、、今今今今回回回回このこのこのこの基基基基金金金金についてはについてはについてはについては、、、、県県県県でででで造成造成造成造成をされるをされるをされるをされる基基基基金金金金をををを積積積積みみみみ立立立立てられるといてられるといてられるといてられるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ななななぜぜぜぜ県県県県にそにそにそにそうううういいいいっっっったたたた基基基基金金金金がががが造成造成造成造成されるのかといされるのかといされるのかといされるのかといううううおおおお伺伺伺伺いでごいでごいでごいでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても、、、、市市市市町町町町村村村村のののの担担担担当者当者当者当者をををを集集集集めてめてめてめて調調調調整整整整されるといされるといされるといされるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、県県県県にににに基基基基金金金金がががが積積積積みみみみ立立立立てられるといてられるといてられるといてられるというううう理理理理由由由由についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。３３３３点目点目点目点目ですがですがですがですが、、、、知知知知事事事事からはからはからはからは、、、、１００１００１００１００％％％％公公公公費費費費助助助助成成成成でででで自自自自己己己己負担負担負担負担がなくがなくがなくがなく子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんん予予予予防防防防ワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種がががが受受受受けられるよけられるよけられるよけられるよううううにといにといにといにといううううことでことでことでことで確確確確認認認認をいたしましたところをいたしましたところをいたしましたところをいたしましたところ、、、、公公公公費費費費助助助助成成成成でででで接接接接種種種種ででででききききるよるよるよるよううううにするとおにするとおにするとおにするとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておりましたがておりましたがておりましたがておりましたが、、、、実実実実際際際際はははは国国国国とととと地方地方地方地方をををを合合合合わせわせわせわせますとますとますとますと公公公公費費費費率率率率９０９０９０９０％％％％といといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。ここここうううういいいいっっっったことでたことでたことでたことで、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担なくなくなくなく、、、、するためにどのよするためにどのよするためにどのよするためにどのよううううにしてにしてにしてにしていかれるのかいかれるのかいかれるのかいかれるのか、、、、おおおお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
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４４４４点目点目点目点目にはにはにはには、、、、このこのこのこの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんだけでなくだけでなくだけでなくだけでなくＨｉｂＨｉｂＨｉｂＨｉｂワワワワククククチチチチンンンン、、、、またまたまたまた小小小小児児児児用用用用肺炎肺炎肺炎肺炎球球球球菌菌菌菌、、、、このこのこのこの３３３３つのつのつのつのワワワワククククチチチチンンンンをををを合合合合わせわせわせわせてててて１１１１，，，，０８０８０８０８５５５５億円億円億円億円といといといというううう補正予算補正予算補正予算補正予算でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、あとあとあとあと子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんん以以以以外外外外のののの２２２２種類種類種類種類ののののワワワワククククチチチチンンンンについてはどについてはどについてはどについてはどうううう県県県県としてとしてとしてとして取取取取りまとめていかれるのかおりまとめていかれるのかおりまとめていかれるのかおりまとめていかれるのかお伺伺伺伺いをしたいをしたいをしたいをしたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 畭委員畭委員畭委員畭委員からのからのからのからの質質質質問問問問でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、２２２２カカカカ年分年分年分年分につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては○○○○橋本健康橋本健康橋本健康橋本健康づくりづくりづくりづくり推進課長推進課長推進課長推進課長基基基基金金金金にににに積積積積みみみみ立立立立てるといてるといてるといてるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいましていましていましていまして、、、、それそれそれそれ以以以以降降降降どどどどううううなるのかといなるのかといなるのかといなるのかといううううのがまのがまのがまのがまずずずず第第第第１１１１点点点点でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、これにつこれにつこれにつこれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、現現現現在在在在、、、、国国国国のののの予予予予防防防防接接接接種種種種部会部会部会部会でででで今今今今後後後後そのそのそのその定定定定期期期期接接接接種種種種化化化化にににに向向向向けてどけてどけてどけてどううううしていくかといしていくかといしていくかといしていくかといううううところがところがところがところが今今今今検討中検討中検討中検討中といといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。２２２２点目点目点目点目のののの基基基基金金金金積積積積みみみみ立立立立てについててについててについててについて、、、、ななななぜぜぜぜ都道都道都道都道府府府府県県県県にににに積積積積みみみみ立立立立てるのかといてるのかといてるのかといてるのかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、実実実実はははは昨昨昨昨日日日日、、、、厚生厚生厚生厚生労労労労働働働働省省省省でででで説明説明説明説明会会会会がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました。。。。全全全全都道都道都道都道府府府府県県県県集集集集めてのめてのめてのめての説明説明説明説明会会会会といといといといううううことでことでことでことで、、、、そのそのそのその中中中中でででで同同同同じじじじよよよよううううなななな質質質質問問問問がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました。。。。厚生厚生厚生厚生労労労労働働働働省省省省のののの回答回答回答回答をををを引用引用引用引用いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、都道都道都道都道府府府府県県県県はははは広広広広域域域域自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして、、、、公公公公衆衆衆衆衛生衛生衛生衛生上上上上、、、、予予予予防防防防接接接接種種種種行行行行政政政政にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる総合総合総合総合調調調調整整整整のののの役役役役割割割割をををを有有有有しているといしているといしているといしているといううううことでことでことでことで、、、、今般今般今般今般のののの事事事事業業業業についてはについてはについてはについては、、、、ででででききききるだけるだけるだけるだけ多多多多くのくのくのくの市市市市町町町町村村村村にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいただくためにただくためにただくためにただくために都道都道都道都道府府府府県県県県にににに基基基基金金金金をををを設置設置設置設置しししし、、、、国国国国とととと市市市市町町町町村村村村とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡調調調調整整整整等等等等をををを図図図図っっっっていただくといていただくといていただくといていただくというううう趣旨趣旨趣旨趣旨でででで都道都道都道都道府府府府県県県県にににに基基基基金金金金をををを積積積積みみみみ立立立立てたといてたといてたといてたといううううことでごことでごことでごことでござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それとそれとそれとそれと、、、、３３３３つつつつ目目目目のののの公公公公費費費費助助助助成成成成についてはについてはについてはについては、、、、実実実実際際際際９９９９割割割割程程程程度度度度ではないかといではないかといではないかといではないかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、それにつそれにつそれにつそれにつききききましてはましてはましてはましては、、、、国国国国につにつにつにつききききましてましてましてまして、、、、ききききののののううううのののの説明説明説明説明会会会会のののの中中中中でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、市市市市町町町町村村村村にににに９９９９割割割割といといといといううううことのことのことのことの中中中中でででで、、、、市市市市町町町町村村村村におけるにおけるにおけるにおける柔軟柔軟柔軟柔軟なななな制制制制度度度度設設設設計計計計がががが可可可可能能能能だといだといだといだといううううことでのことでのことでのことでの中中中中でででで、、、、足足足足らないらないらないらない分分分分についてについてについてについて、、、、例例例例ええええばばばば接接接接種価種価種価種価格格格格をををを見見見見直直直直すとかすとかすとかすとか低低低低くくくく下下下下げげげげるとかいるとかいるとかいるとかいうううう努力努力努力努力をしたをしたをしたをした上上上上でででで、、、、そのそのそのその足足足足らないらないらないらない分分分分についてのについてのについてのについてのフフフフォォォォロロロローーーーをしていくといをしていくといをしていくといをしていくというううう説明説明説明説明がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほどほどほどほど畭委員畭委員畭委員畭委員からからからから、、、、ＨｉｂＨｉｂＨｉｂＨｉｂワワワワククククチチチチンンンン、、、、それからそれからそれからそれから小小小小児児児児用用用用肺炎肺炎肺炎肺炎球球球球菌菌菌菌ワワワワクククク○○○○吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長吉本保健予防課長チチチチンンンンについてのについてのについてのについての扱扱扱扱いをどいをどいをどいをどううううするのかといするのかといするのかといするのかといううううおおおお尋尋尋尋ねねねねでごでごでごでござざざざいましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの国国国国のののの補正補正補正補正につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては、、、、１１１１，，，，０８０８０８０８５５５５億円億円億円億円ののののうちうちうちうち、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんん以以以以外外外外ででででははははＨｉｂＨｉｂＨｉｂＨｉｂワワワワククククチチチチンンンンがががが３００３００３００３００億円億円億円億円、、、、それからそれからそれからそれから小小小小児児児児用用用用肺炎肺炎肺炎肺炎球球球球菌菌菌菌ワワワワククククチチチチンンンンについてはについてはについてはについては４４４４３０３０３０３０億円億円億円億円といといといというううう割割割割りりりり振振振振りになりになりになりになっっっっておりますておりますておりますております。。。。これもこれもこれもこれも同同同同じじじじ自自自自己己己己負担負担負担負担なくといなくといなくといなくといううううことでことでことでことで、、、、ただただただただ違違違違いますいますいますいますのはのはのはのは、、、、子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんについてはについてはについてはについては中中中中学生学生学生学生からからからから高校生高校生高校生高校生１１１１年生年生年生年生まででまででまででまでで、、、、ここここちちちちらはらはらはらは幼幼幼幼児児児児でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ゼゼゼゼロロロロ歳歳歳歳からからからから４４４４歳歳歳歳までのまでのまでのまでの間間間間のののの乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児についてについてについてについて接接接接種種種種するといするといするといするといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ややややりりりり方方方方ととととしてはしてはしてはしては、、、、対対対対象象象象のののの年年年年齢齢齢齢はははは違違違違いますけどもいますけどもいますけどもいますけども同同同同じじじじよよよよううううにににに、、、、それからそれからそれからそれから先先先先ほどのほどのほどのほどの子宮子宮子宮子宮頸頸頸頸ががががんんんんのののの扱扱扱扱いといといといと足足足足並並並並みみみみをそろえましてをそろえましてをそろえましてをそろえまして、、、、よくよくよくよく連連連連携携携携してしてしてして完完完完全全全全なるなるなるなる接接接接種種種種がでがでがでができきききるよるよるよるよううううにににに、、、、今今今今、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ検討検討検討検討ををををしているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいますいますいますいます。。。。ききききののののううううのののの説明説明説明説明会会会会もももも同同同同時時時時にににに行行行行かかかかせせせせてもらいましたてもらいましたてもらいましたてもらいました。。。。以上以上以上以上でごでごでごでご
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ざざざざいますいますいますいます。。。。３３３３種種種種ののののワワワワククククチチチチンンンン、、、、一一一一緒緒緒緒にといにといにといにといううううことでことでことでことで、、、、すすすすべべべべてのてのてのての市市市市町町町町村村村村がががが格格格格差差差差なくなくなくなく、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担○○○○畭委員畭委員畭委員畭委員なくなくなくなく接接接接種種種種ででででききききるよるよるよるよううううにといにといにといにといううううことでことでことでことで県県県県はははは努力努力努力努力してもらいたいとしてもらいたいとしてもらいたいとしてもらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ＨｉｂＨｉｂＨｉｂＨｉｂワワワワククククチチチチンンンンについてもまだについてもまだについてもまだについてもまだ８８８８市市市市町町町町村村村村でしかでしかでしかでしか実施実施実施実施をされておりまをされておりまをされておりまをされておりませせせせんんんんしししし、、、、小小小小児児児児用用用用肺炎肺炎肺炎肺炎球球球球菌菌菌菌ワワワワククククチチチチンンンンにつにつにつについてはいてはいてはいては１１１１村村村村ののののみみみみでごでごでごでござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、このこのこのこの補正補正補正補正をををを受受受受けてけてけてけて、、、、県県県県内内内内すすすすべべべべてのてのてのての市市市市町町町町村村村村でででで格格格格差差差差なくなくなくなく、、、、自自自自己己己己負担負担負担負担なくなくなくなく接接接接種種種種ででででききききるよるよるよるよううううにといにといにといにといううううことでおことでおことでおことでお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。２２２２点点点点ばばばばかりかりかりかり質質質質問問問問ささささせせせせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその前前前前にににに、、、、県立医科県立医科県立医科県立医科大大大大学学学学○○○○神田委員神田委員神田委員神田委員附属附属附属附属病院病院病院病院のののの教育部教育部教育部教育部門門門門のののの移転移転移転移転でででで検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ごごごご苦苦苦苦労労労労さまでごさまでごさまでごさまでござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。４４４４人人人人いつもいつもいつもいつも、、、、そこのそこのそこのそこの選選選選出出出出のののの県会議員県会議員県会議員県会議員、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ相談相談相談相談しながらしながらしながらしながらやっやっやっやってまいてまいてまいてまいりましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、移転移転移転移転するにしてもするにしてもするにしてもするにしても、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市しかないといしかないといしかないといしかないというううう自自自自信信信信とととと同同同同じぐじぐじぐじぐらいまたらいまたらいまたらいまた不不不不安安安安なななな気気気気持持持持ちちちちもももも持持持持ちちちちながらこのながらこのながらこのながらこの検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のののの発発発発表表表表をををを待待待待っっっっていましたけれどもていましたけれどもていましたけれどもていましたけれども、、、、ああいああいああいああいうううう結結結結論論論論とととといいいいううううのかのかのかのか、、、、森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長がががが決定決定決定決定とならないのですかといとならないのですかといとならないのですかといとならないのですかといううううよよよよううううなななな一般一般一般一般質質質質問問問問でおでおでおでおっっっっししししゃゃゃゃっっっってまてまてまてましたけれどもしたけれどもしたけれどもしたけれども、、、、有有有有力力力力、、、、内内内内定定定定といといといといううううのはのはのはのは、、、、イコイコイコイコーーーールルルル決定決定決定決定とととと思思思思っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、それはそれはそれはそれは一一一一応応応応ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それをまそれをまそれをまそれをまずずずずおおおお礼礼礼礼をををを言言言言っっっっておておておておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。あとはまたこあとはまたこあとはまたこあとはまたこれからいろれからいろれからいろれからいろんんんんなななな細細細細かいかいかいかい手続手続手続手続とかがあるととかがあるととかがあるととかがあると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、今今今今後後後後はまたはまたはまたはまた橿原市橿原市橿原市橿原市といろいろといろいろといろいろといろいろ協協協協議議議議しながらしながらしながらしながら、、、、ししししっっっっかりしたそかりしたそかりしたそかりしたそうううういいいいうううう病院病院病院病院をををを中中中中心心心心としたまとしたまとしたまとしたまちづちづちづちづくりといくりといくりといくりといううううものをものをものをものを取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいっっっっていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた私私私私たたたたちちちちもももも市市市市とととと県県県県ののののパパパパイプイプイプイプ役役役役としてとしてとしてとして頑頑頑頑張張張張っっっっていていていていききききますのでますのでますのでますので、、、、今今今今後後後後ともよろしくおともよろしくおともよろしくおともよろしくお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それでそれでそれでそれで１１１１つつつつ、、、、介介介介護保護保護保護保険険険険のののの中中中中でででで最近最近最近最近おおおお泊泊泊泊まりまりまりまりデデデデイサイサイサイサービービービービススススといといといというううう言言言言葉葉葉葉をををを聞聞聞聞くのですけれどくのですけれどくのですけれどくのですけれどもももも、、、、このことについてこのことについてこのことについてこのことについて、、、、どどどどんんんんなものでどなものでどなものでどなものでどうううう進進進進んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか。。。。またまたまたまた県県県県内内内内ではそではそではそではそうううういいいいううううことをことをことをことを実施実施実施実施しているところがあるのかしているところがあるのかしているところがあるのかしているところがあるのか、、、、ままままずずずずそれだけそれだけそれだけそれだけ聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききたいたいたいたい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、安井委員安井委員安井委員安井委員からもあからもあからもあからもあっっっったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、最近最近最近最近、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県、、、、ももももううううこれはなくなこれはなくなこれはなくなこれはなくなっっっったのかどたのかどたのかどたのかどううううかかかか。。。。結結結結婚婚婚婚ワワワワククククワワワワククククこどもすくすくこどもすくすくこどもすくすくこどもすくすくプラプラプラプランンンンはははは言言言言わわわわなくなりましたでしなくなりましたでしなくなりましたでしなくなりましたでしょうょうょうょう。。。。実実実実ははははこのこのこのこの間間間間、、、、新新新新聞聞聞聞をををを見見見見てますとてますとてますとてますと、、、、京京京京都都都都府府府府のののの主催主催主催主催でででで婚婚婚婚活活活活がすごいがすごいがすごいがすごい盛盛盛盛大大大大でででで、、、、そこそこそこそこへへへへ集集集集ままままっっっったたたた人人人人がががが男男男男性性性性３００３００３００３００人人人人でででで女女女女性性性性がががが１１１１，，，，００００００００００００人人人人だだだだっっっったのですたのですたのですたのです。。。。どれだけのどれだけのどれだけのどれだけのカカカカッッッップルプルプルプルがががが生生生生まれるかまれるかまれるかまれるか、、、、それそれそれそれははははわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、以以以以前前前前奈良県奈良県奈良県奈良県もももも活活活活発発発発にそにそにそにそうううういいいいううううパーテパーテパーテパーティィィィーーーーをいろをいろをいろをいろんんんんなななな事事事事業業業業主主主主ささささんんんんがががが開開開開催催催催されてされてされてされて、、、、そそそそんんんんなななな中中中中でもでもでもでもカカカカッッッップルプルプルプルがががが生生生生まれてまれてまれてまれて新新新新聞聞聞聞にもにもにもにも載載載載っっっったことがありますけれどもたことがありますけれどもたことがありますけれどもたことがありますけれども、、、、あれはあれはあれはあれは今今今今はどはどはどはどううううななななっっっったのかなとたのかなとたのかなとたのかなと。。。。それとそれとそれとそれと同同同同時時時時にににに、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの少少少少子子子子化化化化ははははちょっちょっちょっちょっととまととまととまととまっっっっているているているているといといといというううう思思思思いをいをいをいを今今今今、、、、２２２２人人人人でででで話話話話していたのですけれどもしていたのですけれどもしていたのですけれどもしていたのですけれども、、、、そのそのそのその辺辺辺辺一一一一遍遍遍遍、、、、思思思思いいいい出出出出すつもりですつもりですつもりですつもりで聞聞聞聞かかかかせせせせてくださいてくださいてくださいてください。。。。２２２２つですつですつですつです。。。。
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おおおお泊泊泊泊まりまりまりまりデデデデイサイサイサイサービービービービススススでごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる介介介介護保護保護保護保険険険険のののの○○○○増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長デデデデイサイサイサイサービービービービススススはははは制制制制度度度度のののの中中中中ででででやっやっやっやっておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、そのそのそのその制制制制度外度外度外度外でででで宿泊宿泊宿泊宿泊ササササービービービービススススをををを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせてててて提提提提供供供供するするするするササササービービービービススススといといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいましていましていましていまして、、、、デデデデイサイサイサイサービービービービススススをををを利利利利用用用用なさなさなさなさっっっっておられておられておられておられるるるる高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方をををを対対対対象象象象にににに限限限限定定定定をしてをしてをしてをして泊泊泊泊ままままっっっっていただくとていただくとていただくとていただくと。。。。制制制制度外度外度外度外でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、比較比較比較比較的的的的低低低低料料料料金金金金でででで泊泊泊泊まるといまるといまるといまるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいましていましていましていまして、、、、最近最近最近最近、、、、県県県県内内内内でもそでもそでもそでもそうううういいいいっっっったたたた事事事事業業業業をなさをなさをなさをなさっっっっておらておらておらておられるところがれるところがれるところがれるところが出出出出ててててききききておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、フフフフラララランンンンチチチチャャャャイイイイズズズズでででで全全全全国国国国展展展展開開開開なさなさなさなさっっっっておられるところもておられるところもておられるところもておられるところも、、、、先先先先般奈良般奈良般奈良般奈良市市市市内内内内においてにおいてにおいてにおいて開開開開設設設設をされたとおをされたとおをされたとおをされたとお聞聞聞聞ききききをしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、今今今今後後後後でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、実実実実はははは厚生厚生厚生厚生労労労労働働働働省省省省のののの平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの概概概概算算算算要要要要求求求求におにおにおにお泊泊泊泊まりまりまりまりデデデデイサイサイサイサービービービービススススといといといといううううことでことでことでことで、、、、介介介介護保護保護保護保険険険険制制制制度度度度としてとしてとしてとして位位位位置置置置づづづづけをしてけをしてけをしてけをしてやっやっやっやっていくといていくといていくといていくといううううこここことでとでとでとで、、、、全全全全国国国国ベベベベーーーーススススでででで１００１００１００１００億円億円億円億円規規規規模模模模でででで８８８８，，，，００００００００００００床床床床といといといといううううことでことでことでことで概概概概算算算算要要要要求求求求はなされておりはなされておりはなされておりはなされておりますがますがますがますが、、、、一方一方一方一方、、、、社社社社会保障審議会会保障審議会会保障審議会会保障審議会のののの介介介介護保護保護保護保険険険険部会部会部会部会におにおにおにおききききましてましてましてまして、、、、利利利利用用用用者者者者のののの安全安全安全安全とかそとかそとかそとかそうううういいいいっっっったことをたことをたことをたことを勘勘勘勘案案案案いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの取取取取りりりり扱扱扱扱いについてはいについてはいについてはいについては慎慎慎慎重重重重にににに扱扱扱扱ううううべべべべききききだといだといだといだというううう意意意意見見見見もももも出出出出ておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、今今今今後後後後、、、、国国国国でででで、、、、介介介介護保護保護保護保険険険険法法法法のののの制制制制度改正度改正度改正度改正のののの中中中中でそれをでそれをでそれをでそれを、、、、施設施設施設施設のののの基準基準基準基準とかとかとかとか人人人人員員員員のののの基準基準基準基準とかいとかいとかいとかいっっっったこともたこともたこともたことも慎慎慎慎重重重重にににに検討検討検討検討がなされていくだろがなされていくだろがなされていくだろがなされていくだろううううとととと思思思思っっっっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、当当当当方方方方といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの動動動動ききききをををを注視注視注視注視したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。 婚婚婚婚活活活活についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねねねねですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、結結結結婚婚婚婚のののの意意意意思思思思はあるけれどもはあるけれどもはあるけれどもはあるけれども○○○○西村少子化対策室長西村少子化対策室長西村少子化対策室長西村少子化対策室長理理理理想想想想のののの相手相手相手相手にめにめにめにめぐぐぐぐりりりり会会会会わわわわないといないといないといないというううう独独独独身身身身男女男女男女男女をををを対対対対象象象象にににに、、、、地地地地域域域域のののの企企企企業業業業とかとかとかとか店舗店舗店舗店舗とかとかとかとかＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等がががが一体一体一体一体となとなとなとなっっっってそてそてそてそうううういいいいうううう男女男女男女男女のののの交交交交流流流流とかとかとかとか出会出会出会出会いのいのいのいの場場場場をををを提提提提供供供供するするするする事事事事業業業業をををを平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年からからからから、、、、こここことしでとしでとしでとしで６６６６年年年年目目目目になるのですけれどもになるのですけれどもになるのですけれどもになるのですけれども、、、、やっやっやっやっておりますておりますておりますております。。。。結結結結婚婚婚婚ワワワワククククワワワワククククこどもすくすくこどもすくすくこどもすくすくこどもすくすくプラプラプラプランンンンのおのおのおのお話話話話しはしはしはしは、、、、当当当当初初初初はそはそはそはそううううだだだだっっっっのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年にににに次次次次世世世世代育成代育成代育成代育成支援支援支援支援対策対策対策対策推推推推進法進法進法進法にににに基基基基づきづきづきづきましてましてましてまして計計計計画画画画のののの名名名名称称称称がががが変変変変わわわわりましてりましてりましてりまして、、、、今今今今はこどもはこどもはこどもはこども・・・・子育子育子育子育てててて応応応応援援援援プラプラプラプランンンンとととと申申申申しておりしておりしておりしておりますがますがますがますが、、、、このこのこのこのプラプラプラプランンンンのののの中中中中でもでもでもでも重重重重点点点点ププププロロロロジェジェジェジェククククトトトトとしてとしてとしてとして、、、、若若若若者者者者のののの自立自立自立自立のののの促促促促進進進進といといといといううううことでことでことでことで結結結結婚婚婚婚についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。現現現現在在在在のところのところのところのところ結結結結婚婚婚婚報告報告報告報告をいただいておりますのはをいただいておりますのはをいただいておりますのはをいただいておりますのは、、、、６６６６年年年年間間間間のののの累累累累計計計計ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども１１１１５５５５８８８８件件件件。。。。イイイイベベベベンンンントトトトのののの実施実施実施実施回数回数回数回数がががが１１１１，，，，４４４４３１３１３１３１回回回回。。。。これこれこれこれ１２１２１２１２月月月月１１１１日現日現日現日現在在在在ですがですがですがですが、、、、イイイイベベベベンンンントトトト参参参参加者加者加者加者数数数数もももも４４４４万万万万１１１１，，，，３６９３６９３６９３６９人人人人といといといといううううことでことでことでことで、、、、最近最近最近最近はははは奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは余余余余りりりり表表表表にににに出出出出ておりまておりまておりまておりませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、全全全全国的国的国的国的にはにはにはには大大大大変変変変華華華華ややややかにされておられてかにされておられてかにされておられてかにされておられて、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県でもでもでもでも月月月月２０２０２０２０回程回程回程回程度度度度のそのそのそのそうううういいいいううううイイイイベベベベンンンントトトトをををを出会出会出会出会いいいいセンターセンターセンターセンターをををを中中中中心心心心ににににやっやっやっやっておりますておりますておりますております。。。。現現現現状状状状はははは以上以上以上以上ですですですです。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。○○○○神田委員神田委員神田委員神田委員ままままずずずずおおおお泊泊泊泊まりまりまりまりデデデデイサイサイサイサービービービービススススですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、まだまだまだまだ耳耳耳耳にににに新新新新しいしいしいしい言言言言葉葉葉葉ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これがでこれがでこれがでこれがで
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ききききたたたた理理理理由由由由といといといといううううのはどのはどのはどのはどんんんんなものなのかなものなのかなものなのかなものなのか。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろショーショーショーショートトトトスススステテテテイイイイとかのとかのとかのとかの関係関係関係関係もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、ここここうううういいいいううううところをところをところをところを圧圧圧圧迫迫迫迫しないのかなといしないのかなといしないのかなといしないのかなというううう懸念懸念懸念懸念をををを持持持持ちちちちますますますます。。。。平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの改正改正改正改正といといといといううううののののもありますけれどももありますけれどももありますけれどももありますけれども、、、、そそそそんんんんなななな中中中中でこれだけのでこれだけのでこれだけのでこれだけの予算予算予算予算をををを組組組組みみみみながらながらながらながら、、、、介介介介護保護保護保護保険険険険はははは保保保保険険険険給付給付給付給付がががが大大大大変変変変ややややとととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、これだけのこれだけのこれだけのこれだけの新新新新しいしいしいしい制制制制度度度度をつくをつくをつくをつくっっっってててて、、、、果果果果たしていけるのかなといたしていけるのかなといたしていけるのかなといたしていけるのかなというううう懸念懸念懸念懸念もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、これをするためにこれをするためにこれをするためにこれをするために今今今今までのまでのまでのまでの何何何何かかかかササササービービービービススススをををを削削削削減減減減してするのではないかといしてするのではないかといしてするのではないかといしてするのではないかというううう心心心心配配配配もするのですけれどももするのですけれどももするのですけれどももするのですけれども、、、、そのそのそのその辺辺辺辺、、、、何何何何をもをもをもをもっっっってこのおてこのおてこのおてこのお泊泊泊泊まりまりまりまりデデデデイイイイがでがでがでができきききたかといたかといたかといたかといううううこここことをとをとをとをわわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲でででで言言言言っっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、こどもこどもこどもこども・・・・子育子育子育子育てててて応応応応援援援援プラプラプラプランンンン、、、、名名名名前前前前からからからから済済済済みみみみまままませせせせんんんん、、、、認認認認識識識識不不不不足足足足でででで。。。。中中中中身身身身はははは同同同同じじじじななななんんんんですですですですねねねね、、、、今今今今までとまでとまでとまでと。。。。違違違違いますかいますかいますかいますか。。。。中中中中身身身身はどはどはどはどんんんんなのかとなのかとなのかとなのかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、以以以以前前前前はははは県会県会県会県会議員議員議員議員もそもそもそもそうううういいいいううううイイイイベベベベンンンントトトトにににに加加加加わっわっわっわっていろいろていろいろていろいろていろいろやっやっやっやっていただいていたといていただいていたといていただいていたといていただいていたといううううのものものものも聞聞聞聞いておりいておりいておりいておりますのでますのでますのでますのでねねねね。。。。そのそのそのその辺辺辺辺、、、、同同同同じじじじなのかなのかなのかなのか。。。。このこのこのこのイイイイベベベベンンンントトトトがががが６６６６年年年年間間間間でこでこでこでこううううだけれどもだけれどもだけれどもだけれども、、、、ことしのことしのことしのことしの１１１１年年年年間間間間ではどではどではどではどううううなのかといなのかといなのかといなのかといううううところをところをところをところを聞聞聞聞かかかかせせせせていただいたらとていただいたらとていただいたらとていただいたらと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお泊泊泊泊まりまりまりまりデデデデイサイサイサイサービービービービススススがががが制制制制度外度外度外度外でででで展展展展開開開開されてされてされてされてききききたたたた背背背背景景景景にはにはにはには、、、、１１１１つはつはつはつは、、、、○○○○増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのよのよのよのよううううにににに、、、、今今今今ののののショーショーショーショートトトトスススステテテテイイイイがががが利利利利用用用用者者者者側側側側のののの立立立立場場場場からするとからするとからするとからすると、、、、１１１１カカカカ月月月月前前前前からからからから予予予予約約約約をしないとなかなかとれないといをしないとなかなかとれないといをしないとなかなかとれないといをしないとなかなかとれないといううううことでごことでごことでごことでござざざざいましていましていましていまして、、、、緊急緊急緊急緊急時時時時にににに迅迅迅迅速速速速にににに対対対対応応応応ででででききききていていていていないといないといないといないといううううところがあるのとところがあるのとところがあるのとところがあるのと、、、、ももももうううう一一一一つつつつ、、、、小規小規小規小規模模模模多多多多機機機機能能能能、、、、やっやっやっやっぱぱぱぱりりりり住住住住みみみみなれたなれたなれたなれた自宅自宅自宅自宅でででで、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる通通通通いとかいとかいとかいとか、、、、あるいはおあるいはおあるいはおあるいはお泊泊泊泊まりもまりもまりもまりも含含含含めてそめてそめてそめてそうううういいいいううううササササービービービービススススがががが平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度からからからから始始始始ままままっっっっておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、これがなかなかまだこれがなかなかまだこれがなかなかまだこれがなかなかまだ現現現現在在在在１８１８１８１８事事事事業業業業所所所所といといといといううううことでことでことでことで進進進進んんんんでいないといでいないといでいないといでいないといううううところからところからところからところから、、、、制制制制度外度外度外度外ののののシシシシスススステテテテムムムムとしてとしてとしてとして出出出出ててててききききたとたとたとたと考考考考えておるところでごえておるところでごえておるところでごえておるところでござざざざいますいますいますいます。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 プラプラプラプランンンンのののの中中中中身身身身についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねねねねですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度にににに少少少少○○○○西村少子化対策室長西村少子化対策室長西村少子化対策室長西村少子化対策室長子子子子化実化実化実化実態調態調態調態調査査査査をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。これにこれにこれにこれに基基基基づきづきづきづきましてましてましてまして平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度ににににプラプラプラプランンンンをををを作作作作成成成成ささささせせせせていていていていただいたただいたただいたただいたわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、これはこれはこれはこれは平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度までのまでのまでのまでの５５５５カカカカ年年年年のののの計計計計画画画画となとなとなとなっっっってててておりますおりますおりますおります。。。。このこのこのこのプラプラプラプランンンンではではではでは、、、、少少少少子子子子化実化実化実化実態調態調態調態調査査査査のののの結果結果結果結果にににに基基基基づきづきづきづきましてましてましてまして、、、、特特特特にににに母親母親母親母親のののの育育育育児不児不児不児不安安安安といといといといううううあたりをあたりをあたりをあたりを課課課課題題題題にににに取取取取りりりり上上上上げげげげておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、大大大大ききききくくくく基基基基本本本本目目目目標標標標がががが３３３３つあるのですがつあるのですがつあるのですがつあるのですが、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠出出出出産産産産のののの支援支援支援支援、、、、それとそれとそれとそれと３３３３番番番番目目目目がががが先先先先ほどほどほどほど言言言言いましたいましたいましたいました若若若若者者者者のののの自立自立自立自立のののの支援支援支援支援、、、、これをこれをこれをこれを目目目目標標標標としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。そのあたりがそのあたりがそのあたりがそのあたりが少少少少しししし、、、、前回前回前回前回のののの５５５５カカカカ年年年年プラプラプラプランンンンとはとはとはとは変変変変わっわっわっわっているとているとているとていると思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、先先先先ほどのおほどのおほどのおほどのお尋尋尋尋ねねねねでででで少少少少しししし言言言言いいいい忘忘忘忘れてしまれてしまれてしまれてしまっっっったのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、少少少少子子子子化化化化がとまがとまがとまがとまっっっってててているかどいるかどいるかどいるかどううううかといかといかといかといううううおおおお尋尋尋尋ねねねねだだだだっっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月にににに発発発発表表表表されたされたされたされた奈良県奈良県奈良県奈良県のののの合計合計合計合計特特特特殊殊殊殊出生出生出生出生率率率率はははは１１１１．．．．２３２３２３２３でででで、、、、前前前前年度年度年度年度よりよりよりより００００．．．．０１０１０１０１、、、、前前前前年度年度年度年度がががが１１１１．．．．２２２２２２２２だだだだっっっったのですけどたのですけどたのですけどたのですけど、、、、００００．．．．
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０１０１０１０１上上上上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。それまではそれまではそれまではそれまでは３３３３年年年年間間間間１１１１．．．．２２２２２２２２でででで、、、、今今今今のところのところのところのところ一一一一番低番低番低番低いいいい数数数数字字字字だだだだっっっったのですたのですたのですたのですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、少少少少しだけしだけしだけしだけ上向上向上向上向いたといいたといいたといいたといううううところですところですところですところです。。。。おおおお泊泊泊泊まりまりまりまりデデデデイサイサイサイサービービービービススススはははは、、、、まだまだまだまだ今今今今どどどどううううなるかなるかなるかなるかわわわわからないからないからないからないぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの制制制制度度度度ですのですのですのですの○○○○神田委員神田委員神田委員神田委員でででで、、、、これでこれこれでこれこれでこれこれでこれ以上以上以上以上あれですけれどもあれですけれどもあれですけれどもあれですけれども、、、、ショーショーショーショートトトトスススステテテテイイイイがががが緊急緊急緊急緊急時時時時にににに間間間間にににに合合合合わわわわないといないといないといないといううううここここともありますけれどもともありますけれどもともありますけれどもともありますけれども、、、、前前前前のののの長長長長妻妻妻妻厚生厚生厚生厚生労労労労働大働大働大働大臣臣臣臣がががが辞辞辞辞めるめるめるめる直直直直前前前前にににに決決決決ままままっっっったよたよたよたよううううですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこのショーショーショーショートトトトスススステテテテイイイイがががが使使使使えないといえないといえないといえないといううううのはのはのはのは、、、、都都都都市市市市部部部部でのでのでのでの調調調調査査査査だけでだけでだけでだけで、、、、ショーショーショーショートトトトスススステテテテイイイイはもはもはもはもうううう十十十十分分分分あいているといあいているといあいているといあいているというううう地地地地域域域域もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんあるあるあるある中中中中でででで、、、、このことがこのことがこのことがこのことが本当本当本当本当にににに当当当当てはまてはまてはまてはまっっっっていくのていくのていくのていくのかなといかなといかなといかなといううううこともありますしこともありますしこともありますしこともありますし、、、、小規小規小規小規模模模模多多多多機機機機能能能能がまだなかなかがまだなかなかがまだなかなかがまだなかなか機機機機能能能能していないといしていないといしていないといしていないといううううのはのはのはのは、、、、小規小規小規小規模模模模多多多多機機機機能能能能自体自体自体自体がががが非常非常非常非常にににに利利利利用用用用者者者者にににに使使使使いにくいいにくいいにくいいにくい施設施設施設施設だといだといだといだといううううこともありますしこともありますしこともありますしこともありますし、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの兼兼兼兼ねねねね合合合合いがこれからいろいろといがこれからいろいろといがこれからいろいろといがこれからいろいろと問題問題問題問題がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので。。。。県県県県としてもしとしてもしとしてもしとしてもしっっっっかりとかりとかりとかりと国国国国にににに向向向向いていていていて、、、、改正改正改正改正するにするにするにするに当当当当たたたたっっっってはてはてはては、、、、改正改正改正改正といといといといううううのはのはのはのは使使使使いにくいところをいにくいところをいにくいところをいにくいところをきちっきちっきちっきちっとととと使使使使いいいいややややすすすすくしていくとかくしていくとかくしていくとかくしていくとか、、、、不利不利不利不利なところをなところをなところをなところをきちっきちっきちっきちっとととと正正正正していくといしていくといしていくといしていくといううううことがことがことがことが改正改正改正改正だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺またしまたしまたしまたしっっっっかりかりかりかり意意意意見見見見をををを言言言言っっっっていていていていっっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして少少少少子子子子化化化化、、、、ちょっちょっちょっちょっとのとのとのとの間間間間私私私私もももも忘忘忘忘れておりましたれておりましたれておりましたれておりました。。。。よくよくよくよく少少少少子子子子化化化化とととと言言言言っっっっていたのにていたのにていたのにていたのに、、、、最最最最近近近近自分自分自分自分もももも言言言言わわわわないしないしないしないし、、、、周周周周りからもりからもりからもりからも余余余余りりりり聞聞聞聞こえてこないのでこえてこないのでこえてこないのでこえてこないので、、、、質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただいたのでていただいたのでていただいたのでていただいたのですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、００００．．．．０１０１０１０１でもでもでもでも上上上上がれがれがれがればばばば、、、、それはこのそれはこのそれはこのそれはこの事事事事業業業業のののの効効効効果果果果とととと思思思思っっっってててて、、、、引引引引きききき続続続続きききき頑頑頑頑張張張張っっっってててていいいいっっっってほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。終終終終わわわわりますりますりますります。。。。２２２２点点点点だけだけだけだけ簡単簡単簡単簡単にににに質質質質問問問問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員１１１１つはつはつはつは、、、、先先先先日日日日もももも代代代代表表表表質質質質問問問問でででで、、、、高高高高齢社齢社齢社齢社会会会会ののののひひひひとりとりとりとり暮暮暮暮らしらしらしらし老人老人老人老人ややややらららら、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは老人老人老人老人夫夫夫夫婦婦婦婦のののの家家家家庭庭庭庭ややややらららら、、、、それそれそれそれ、、、、ここここうううういいいいっっっったところでたところでたところでたところで見見見見守守守守りりりり隊隊隊隊がががが必必必必要要要要ではないかといではないかといではないかといではないかというううう提提提提起起起起をしたところをしたところをしたところをしたところ、、、、知知知知事事事事はははは、、、、新新新新聞聞聞聞配配配配達達達達のののの新新新新聞聞聞聞のののの袋袋袋袋にいろにいろにいろにいろんんんんなものがたまなものがたまなものがたまなものがたまっっっっていくていくていくていく。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは電電電電気気気気、、、、ガガガガススススがあまがあまがあまがあまりりりり使使使使わわわわれていないとかいれていないとかいれていないとかいれていないとかいううううよよよよううううないろないろないろないろんんんんなななな状況状況状況状況をををを見見見見てててて、、、、情情情情報報報報をををを集集集集めるといめるといめるといめるといううううことをことをことをことを研究研究研究研究すすすするとるとるとると答弁答弁答弁答弁をいただいたをいただいたをいただいたをいただいたわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、ここここうううういいいいっっっったたたた情情情情報報報報をををを今今今今ののののプライプライプライプライババババシーシーシーシー、、、、個個個個人情人情人情人情報報報報のののの保護保護保護保護といといといというううう関係関係関係関係でででで、、、、ももももうううう公機公機公機公機関関関関でもなかなかでもなかなかでもなかなかでもなかなか情情情情報報報報がががが入入入入っっっってこないしてこないしてこないしてこないし、、、、とれないとれないとれないとれないといといといというううう実実実実態態態態のののの中中中中でででで、、、、ももももちちちちろろろろんんんん行行行行政政政政にもにもにもにも公的公的公的公的ササササービービービービススススなどなどなどなど使使使使わわわわれていないといれていないといれていないといれていないといううううよよよよううううなのがなのがなのがなのがあるあるあるあるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、これらこれらこれらこれら情情情情報報報報をををを得得得得るにるにるにるに当当当当たたたたっっっってててて、、、、今今今今ののののプライプライプライプライババババシーシーシーシー保護保護保護保護のののの問題問題問題問題とかとかとかとかちちちち合合合合ううううといといといといううううのかのかのかのか、、、、問題問題問題問題にならないのかどにならないのかどにならないのかどにならないのかどううううかかかか。。。。先先先先日日日日、、、、朝朝朝朝日日日日新新新新聞聞聞聞のののの社説社説社説社説でででで、、、、ここここうううういいいいっっっったたたたプライプライプライプライババババシーシーシーシー保護保護保護保護のののの状況状況状況状況のののの中中中中でででで保護保護保護保護とととと活活活活用用用用ののののババババラララランンンンススススといといといというううう表表表表現現現現をされておりましたがをされておりましたがをされておりましたがをされておりましたが、、、、自治体自治体自治体自治体もももも考考考考ええええ直直直直してしてしてしてみみみみるるるる時時時時期期期期にににに来来来来ているのではないかとているのではないかとているのではないかとているのではないかと提提提提起起起起をされておりましたがをされておりましたがをされておりましたがをされておりましたが、、、、今今今今、、、、県県県県がなさがなさがなさがなされよれよれよれよううううとしているのはとしているのはとしているのはとしているのは、、、、そそそそうううういいいいううううプライプライプライプライババババシーシーシーシー保護保護保護保護とのとのとのとの関係関係関係関係でででで問題問題問題問題にならないのかどにならないのかどにならないのかどにならないのかどううううかかかか、、、、
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そのそのそのその点点点点、、、、１１１１つつつつ聞聞聞聞かかかかせせせせてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからもそれからもそれからもそれからもうううう一一一一つはつはつはつは、、、、身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者ののののググググルルルルーーーープホプホプホプホーーーームムムムがでがでがでができきききることになりましたることになりましたることになりましたることになりました。。。。このこのこのこの身身身身体障害者体障害者体障害者体障害者ののののググググルルルルーーーープホプホプホプホーーーームムムムはははは、、、、つくるつくるつくるつくる場場場場合合合合にいろにいろにいろにいろんんんんなななな改造改造改造改造をするをするをするをする必必必必要要要要があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、改造費改造費改造費改造費がががが３０３０３０３０万円万円万円万円からからからから６００６００６００６００万円万円万円万円まででまででまででまでで、、、、そのそのそのそのうちうちうちうちのののの４４４４分分分分のののの３３３３がががが国国国国、、、、県県県県でででで持持持持たれてたれてたれてたれて、、、、そしてそしてそしてそして事事事事業業業業者者者者やややや本本本本人人人人がががが４４４４分分分分のののの１１１１をするといをするといをするといをするといううううことになことになことになことになっっっっておるておるておるておるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、一般一般一般一般的的的的にににに、、、、障害者障害者障害者障害者はそれはそれはそれはそれでいいとでいいとでいいとでいいと思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、特特特特にににに車車車車いすでいすでいすでいすで生活生活生活生活するするするする障害者障害者障害者障害者のののの場場場場合合合合、、、、風風風風呂呂呂呂のののの改造一改造一改造一改造一つつつつ見見見見ててててもももも、、、、一般一般一般一般のののの人人人人とととと違違違違っっっってててて、、、、懸懸懸懸架架架架式式式式とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはユユユユニニニニットバットバットバットバススススがががが使使使使えないえないえないえない。。。。土土土土間間間間式式式式ののののババババススススででででないといけないといないといけないといないといけないといないといけないといううううことでことでことでことで、、、、６００６００６００６００万円万円万円万円のののの中中中中におさまるのかなといにおさまるのかなといにおさまるのかなといにおさまるのかなといううううことをことをことをことを考考考考えるのでえるのでえるのでえるのですがすがすがすが、、、、このこのこのこの辺辺辺辺、、、、限限限限度度度度額額額額がががが６００６００６００６００万円万円万円万円ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、県県県県としてとしてとしてとして、、、、もしもしもしもしちょっちょっちょっちょっととととぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出たたたた場場場場合合合合にににに、、、、車車車車いすいすいすいす加加加加配配配配みみみみたいなものをたいなものをたいなものをたいなものを考考考考えてほしいとえてほしいとえてほしいとえてほしいと思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、そのそのそのその点点点点はいかがおはいかがおはいかがおはいかがお考考考考えになえになえになえになっっっっているかているかているかているか聞聞聞聞かかかかせせせせてほしいのですてほしいのですてほしいのですてほしいのです。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。支援支援支援支援をををを必必必必要要要要とされるとされるとされるとされる高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方をどをどをどをどうううう把握把握把握把握してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを関係者関係者関係者関係者でででで共共共共○○○○増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長有有有有をしてをしてをしてをして、、、、どのよどのよどのよどのよううううにににに支援支援支援支援につなにつなにつなにつなげげげげていくかていくかていくかていくか、、、、そのあたりのところのそのあたりのところのそのあたりのところのそのあたりのところのネットワネットワネットワネットワークークークークをををを構構構構築築築築していくといしていくといしていくといしていくといううううことがことがことがことが非常非常非常非常にににに大大大大事事事事でありますでありますでありますであります。。。。そのそのそのその際際際際にににに、、、、例例例例ええええばばばば行行行行政政政政がががが持持持持っっっっているているているている個個個個人情人情人情人情報報報報をどのよをどのよをどのよをどのよううううにににに活活活活用用用用していくのかといしていくのかといしていくのかといしていくのかといううううことですけれどもことですけれどもことですけれどもことですけれども、、、、実実実実はははは地地地地域域域域のののの高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方のののの総合総合総合総合相談相談相談相談窓窓窓窓口口口口といといといといううううことでことでことでことで、、、、地地地地域域域域包包包包括括括括支援支援支援支援センターセンターセンターセンターといといといといううううのがありますけれどものがありますけれどものがありますけれどものがありますけれども、、、、このこのこのこのセンタセンタセンタセンターーーーのののの機機機機能強能強能強能強化化化化をををを検討検討検討検討するといするといするといするといううううことでことでことでことで、、、、地地地地域域域域包包包包括括括括支援支援支援支援センターセンターセンターセンター機機機機能強能強能強能強化推化推化推化推進会議進会議進会議進会議といといといといううううののののをををを今年度今年度今年度今年度設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、そのそのそのその中中中中でいろでいろでいろでいろんんんんなななな課課課課題題題題についてについてについてについて検討検討検討検討しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいましていましていましていまして、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員おおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたた、、、、個個個個人情人情人情人情報報報報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについてもどいについてもどいについてもどいについてもどううううしていしていしていしていっっっったらいいのかといたらいいのかといたらいいのかといたらいいのかといううううこともこともこともことも検討検討検討検討しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、例例例例ええええばばばば災災災災害害害害時時時時のののの要援要援要援要援護者護者護者護者のののの方方方方のののの避避避避難難難難支援支援支援支援ののののガガガガイドライイドライイドライイドラインンンンがががが国国国国からからからから示示示示されておりますされておりますされておりますされております。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも幾幾幾幾つかのつかのつかのつかのパターンパターンパターンパターンがががが示示示示されてされてされてされておりましておりましておりましておりまして、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関でそでそでそでそうううういいいいっっっったたたた情情情情報報報報をををを共共共共有有有有するするするする際際際際にはにはにはには、、、、例例例例ええええばばばば要援要援要援要援護者本護者本護者本護者本人人人人からからからから同同同同意意意意をををを得得得得ずずずずにといにといにといにというやうやうやうやりりりり方方方方、、、、これはこれはこれはこれは実実実実はははは個個個個人人人人保護条例保護条例保護条例保護条例のいのいのいのいわゆわゆわゆわゆるるるる目的目的目的目的外外外外利利利利用用用用、、、、第第第第三三三三者提者提者提者提供供供供がががが可可可可能能能能とされていることをとされていることをとされていることをとされていることを想想想想定定定定してしてしてして明明明明らかにらかにらかにらかに本本本本人人人人のののの利利利利益益益益になるとになるとになるとになると認認認認められるとめられるとめられるとめられるとききききといといといというやうやうやうやりりりり方方方方もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、一方一方一方一方、、、、ややややはりごはりごはりごはりご本本本本人人人人のののの同同同同意意意意をををを得得得得ててててやっやっやっやっていくていくていくていく方法方法方法方法もありもありもありもあり、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろややややりりりり方方方方があがあがあがあるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。そのあたりについてそのあたりについてそのあたりについてそのあたりについて、、、、地地地地域域域域包包包包括括括括支援支援支援支援センターセンターセンターセンター機機機機能強能強能強能強化推化推化推化推進会議進会議進会議進会議でででで今年度今年度今年度今年度、、、、センターセンターセンターセンターのののの機機機機能強能強能強能強化化化化のためののためののためののためのガガガガイドライイドライイドライイドラインンンンをつくをつくをつくをつくっっっっていていていていききききますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そのそのそのその中中中中のののの一一一一つとつとつとつとしてしてしてして、、、、このこのこのこの個個個個人情人情人情人情報報報報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについてもいについてもいについてもいについても、、、、これからこれからこれからこれから引引引引きききき続続続続きききき研究研究研究研究をしてをしてをしてをして、、、、何何何何とかとかとかとか取取取取りまりまりまりまとめていとめていとめていとめていききききたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者ののののググググルルルルーーーープホプホプホプホーーーームムムムのののの整備整備整備整備につにつにつにつききききましてでごましてでごましてでごましてでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれ○○○○古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長古市障害福祉課長
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どもどもどもども、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべのよのよのよのよううううにににに、、、、身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者についてもについてもについてもについても、、、、昨昨昨昨年年年年１０１０１０１０月月月月からからからから給付給付給付給付のののの対対対対象象象象となとなとなとなっっっっててててごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ググググルルルルーーーープホプホプホプホーーーームムムム、、、、ケケケケアホアホアホアホーーーームムムムをををを新新新新たにたにたにたに整備整備整備整備するするするする場場場場合合合合にににに必必必必要要要要なななな費費費費用用用用につにつにつにつききききましましましましてはてはてはては、、、、国国国国庫庫庫庫補補補補助助助助制制制制度度度度をををを利利利利用用用用してしてしてして県県県県でででで補補補補助助助助しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいますいますいますいます。。。。補補補補助助助助のののの内容内容内容内容にににに先先先先ほほほほどおどおどおどお触触触触れになられましたがれになられましたがれになられましたがれになられましたが、、、、社社社社会福祉法会福祉法会福祉法会福祉法人人人人等等等等にににに自自自自己己己己所所所所有有有有物物物物件件件件をををを対対対対象象象象にににに整備整備整備整備にににに必必必必要要要要なななな費費費費用用用用のののの４４４４分分分分のののの３３３３をををを補補補補助助助助することとしておりましてすることとしておりましてすることとしておりましてすることとしておりまして、、、、創創創創設設設設のののの場場場場合合合合はははは１１１１，，，，９００９００９００９００万万万万のののの補補補補助助助助金金金金をををを上限上限上限上限ととととしていますしていますしていますしています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、既既既既存存存存建建建建物物物物をををを大大大大規規規規模模模模修修修修繕繕繕繕やややや改修等改修等改修等改修等をしてをしてをしてをしてググググルルルルーーーープホプホプホプホーーーームムムム、、、、ケケケケアホアホアホアホーーーームムムムをををを実施実施実施実施するするするする場場場場合合合合はははは４５４５４５４５００００万円万円万円万円をををを上限上限上限上限としてとしてとしてとして補補補補助助助助することとしておりましてすることとしておりましてすることとしておりましてすることとしておりまして、、、、またまたまたまた賃賃賃賃貸貸貸貸物物物物件件件件ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、社社社社会福祉法会福祉法会福祉法会福祉法人人人人とかとかとかとかＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法法法法人人人人等等等等、、、、賃賃賃賃貸貸貸貸物物物物件件件件ののののググググルルルルーーーープホプホプホプホーーーームムムム等等等等のののの改修改修改修改修につにつにつについてもいてもいてもいても同様同様同様同様にににに、、、、４５４５４５４５００００万円万円万円万円をををを補補補補助助助助のののの上限上限上限上限としてとしてとしてとして行行行行っっっっているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいますいますいますいます。。。。委員委員委員委員がおがおがおがお述述述述べべべべのよのよのよのよううううにににに、、、、風風風風呂呂呂呂場場場場のののの改修改修改修改修といといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、入入入入浴浴浴浴介助用介助用介助用介助用ののののリリリリフトフトフトフト等等等等もももも整備整備整備整備するのでごするのでごするのでごするのでござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、そのそのそのその費費費費用用用用はこのはこのはこのはこの一体一体一体一体のののの整備整備整備整備費費費費用用用用のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして補補補補助助助助対対対対象象象象としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱ううううことになるとことになるとことになるとことになると思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今のところのところのところのところ、、、、そのそのそのその範囲範囲範囲範囲でででで整備整備整備整備をといをといをといをといううううことことことことでおでおでおでお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思っっっっておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、整備整備整備整備をされるをされるをされるをされる前前前前年度年度年度年度にににに要望要望要望要望調調調調査査査査をををを行行行行っっっっておりますのておりますのておりますのておりますのでででで、、、、予定予定予定予定があるがあるがあるがある場場場場合合合合はははは早目早目早目早目にごにごにごにご相談相談相談相談をいただをいただをいただをいただききききたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者のののの見見見見守守守守りりりり隊隊隊隊のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、これもこれもこれもこれも、、、、特特特特にににに民民民民生委員生委員生委員生委員などがなどがなどがなどが地地地地域域域域でででで活動活動活動活動しししし○○○○梶川委員梶川委員梶川委員梶川委員たりたりたりたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは最近最近最近最近ではではではでは、、、、小福祉小福祉小福祉小福祉ネットワネットワネットワネットワークークークークといといといというううう各各各各自治会自治会自治会自治会単位単位単位単位でいろでいろでいろでいろんんんんなななな見見見見守守守守りりりり隊隊隊隊ををををしているしているしているしているボボボボラララランテンテンテンティアィアィアィアがあるがあるがあるがあるわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、これらにこれらにこれらにこれらに情情情情報報報報をををを流流流流すことがですことがですことがですことができきききるよるよるよるよううううにににに考考考考えてえてえてえてほしいほしいほしいほしい。。。。これはこれはこれはこれは、、、、これもこれもこれもこれも朝朝朝朝日日日日新新新新聞聞聞聞のののの社説社説社説社説にににに書書書書いていたけれどもいていたけれどもいていたけれどもいていたけれども、、、、ササササンンンンプルプルプルプル調調調調査査査査ではではではでは１１１１５５５５％％％％のののの市市市市町町町町がががが民民民民生委員生委員生委員生委員にもにもにもにも一一一一切切切切情情情情報報報報ををををプライプライプライプライババババシーシーシーシーのののの関係関係関係関係でででで流流流流していないとしていないとしていないとしていないと言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれておりますがががが、、、、そそそそうううういいいいうううう点点点点でででで、、、、今今今今のままでいいのかどのままでいいのかどのままでいいのかどのままでいいのかどううううかよくかよくかよくかよくわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんがががが、、、、ぜひぜひぜひぜひ見見見見守守守守りりりり事事事事業業業業をすをすをすをするるるる人人人人、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは民民民民生委員生委員生委員生委員などになどになどになどに情情情情報報報報をををを流流流流したりしたりしたりしたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは今委今委今委今委託契約託契約託契約託契約をするをするをするをする場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、情情情情報報報報のののの得得得得方方方方もももも法法法法的的的的にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ規規規規制制制制がされるかもがされるかもがされるかもがされるかもわわわわからないしからないしからないしからないし、、、、このこのこのこの際際際際ですからですからですからですから条例条例条例条例ををををちちちちゃゃゃゃんんんんとつくとつくとつくとつくっっっってててて、、、、そそそそうううういいいいううううことがでことがでことがでことができきききるよるよるよるよううううにににに県県県県としてとしてとしてとして考考考考えていくえていくえていくえていくべべべべききききだとだとだとだと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、条条条条例例例例化化化化といといといといううううことはことはことはことは考考考考えていないのでしえていないのでしえていないのでしえていないのでしょうょうょうょうかかかか。。。。それだけですそれだけですそれだけですそれだけです。。。。身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者ののののググググルルルルーーーープホプホプホプホーーーームムムムについてはについてはについてはについては、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、もしもしもしもし大大大大ききききなななな額額額額ででででオオオオーーーーババババーーーーするするするする場場場場合合合合はあはあはあはあれですけれどもれですけれどもれですけれどもれですけれども、、、、ももももうちょっうちょっうちょっうちょっといといといといううううととととききききにはにはにはには、、、、ぜひぜひぜひぜひ車車車車いすいすいすいす加加加加配配配配みみみみたいなものをたいなものをたいなものをたいなものを創創創創設設設設してしてしてして、、、、補補補補助助助助してもらしてもらしてもらしてもらううううよよよよううううにににに特特特特にににに要望要望要望要望しておしておしておしておききききますますますます。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。条例条例条例条例化化化化のののの話話話話でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、委員委員委員委員おおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっておられますておられますておられますておられます東東東東○○○○増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長増田長寿社会課長京京京京都都都都がががが実実実実際際際際にされておられるにされておられるにされておられるにされておられる事例事例事例事例でごでごでごでござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、区区区区のののの方方方方がががが手手手手挙挙挙挙げげげげ方方方方式式式式といいますといいますといいますといいますかかかか、、、、ごごごご本本本本人人人人のののの同同同同意意意意をををを得得得得たたたた上上上上でそでそでそでそうううういいいいっっっったたたた名名名名簿簿簿簿にににに登載登載登載登載していくといしていくといしていくといしていくといううううことについてのことについてのことについてのことについての、、、、あるあるあるある
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いはいはいはいは同同同同意意意意をされないをされないをされないをされない方方方方についてはについてはについてはについては区区区区がががが実実実実際際際際にににに各各各各高高高高齢齢齢齢者者者者のおのおのおのお宅宅宅宅をごをごをごをご訪訪訪訪問問問問してしてしてして安安安安否確否確否確否確認等認等認等認等をををを行行行行ううううといといといというううう内容内容内容内容をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんだだだだ条例案条例案条例案条例案をををを今今今今後検討後検討後検討後検討していかれるとしていかれるとしていかれるとしていかれると聞聞聞聞いているのですけれどもいているのですけれどもいているのですけれどもいているのですけれども、、、、これをこれをこれをこれを県県県県ででででややややるのかるのかるのかるのか、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ市市市市町町町町村村村村ででででややややるのかるのかるのかるのかわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのあたりはそのあたりはそのあたりはそのあたりは研研研研究究究究していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、これでこれでこれでこれで質質質質疑疑疑疑をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。○○○○森山委員長森山委員長森山委員長森山委員長次次次次にににに、、、、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、本会議本会議本会議本会議でででで反反反反対対対対討討討討論論論論をされるをされるをされるをされる場場場場合合合合はははは委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告にににに反反反反対対対対意意意意見見見見をををを記載記載記載記載しないこととなしないこととなしないこととなしないこととなっっっっておりますておりますておりますております。。。。日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党はははは議第議第議第議第６８６８６８６８号号号号中中中中当委員会所管当委員会所管当委員会所管当委員会所管分分分分、、、、議第議第議第議第７８７８７８７８号号号号、、、、議第議第議第議第７９７９７９７９号号号号についてについてについてについて反反反反対対対対討討討討論論論論をされますかをされますかをされますかをされますか。。。。（（（（ はいはいはいはい」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「ではではではでは、、、、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告にににに反反反反対対対対意意意意見見見見をををを記載記載記載記載しましましましませせせせんんんんのでのでのでので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。次次次次にににに、、、、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長にににに一一一一任任任任願願願願えますかえますかえますかえますか。。。。（（（（ 異異異異議議議議なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者ありありありあり））））「「「「それではそれではそれではそれでは、、、、そのよそのよそのよそのよううううにさにさにさにさせせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして本日本日本日本日のののの委員会委員会委員会委員会をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。


